
事務局だより事務局だより

この広報紙は区民の皆さまの賛助会費および共同募金の配分金によって作成されています。

学生のみんな、夏休みはボランティアにチャレンジだ！ 
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「第3次地域福祉活動計画」の策定が始まりました… P.1
事業計画ならびに収支予算………………………… P.2
みなみひまわりプラン2（第２次福祉活動計画）…… P.3
シルバーパワー事業開始5周年！…………………… P.4

ここバリ通信 …………………………………………P.5
いきいき支援センターよりお知らせ／音訳・点訳スタート☆…P.6
会員施設紹介／賛助会員募集／善意箱……………P.7
事務局だより…………………………………………P.8

活動期間 ３日間〈７月22日(月)～８月25日(日)の間〉
活 動 先 区内の社会福祉施設、地域ボランティアグループなど
対 象 者 南区内在住または在学の中学生以上の学生で、
 ３日間全て活動可能な方。
参 加 費 無料。ただし、ボランティア活動保険料（250円）及び
 必要な場合のみ検便代（300円）の自己負担あり。
募集定員 150人程度（申込み多数の場合は抽選）
事前研修会 ７月１９日(金) 午後２時～　名古屋市南文化小劇場
申し込み 南区内の中学・高校の方は、担当の先生に、
 それ以外の方は６月14日(金)必着で申込書を下記まで
 郵送あるいは持参してください。※申込書は下記で配布。

○ボランティア活動中にケガをした
○活動の行き帰りの道中で事故にあった
○第三者に損害を与え、賠償責任を
　負った場合　など

申込・問い合わせ

広告募集

南区社会福祉協議会　夏季ボランティア講座係
〒457－0058　南区前浜通３－１０　南区役所庁舎４階
TEL 823ｰ2035  FAX 823ｰ2688

夏季ボランティア講座　参加者募集 ボランティア保険のご案内
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地域福祉活動計画とは…地域福祉活動計画とは…

職員紹介のページを担当する新人の中島です。
この4月から新しく南区社協に配属された三人の職員を紹介します。

職 員 紹 介

お買い物はお近くの南区加盟店で
みんなで「南区力」をUPしましょう！

南区リハビリケアデイセンター南区リハビリケアデイセンター

運動特化型で短時間集中!!

南区前浜通3-23（南区役所の前）
TEL：052-613-8271 
FAX：052-613-8273

2次予防事業
参加者募集！

事務局長：石黒　司

南区小売商業連絡協議会会員
笠寺観音商店街
柴田商店街
道徳通商店街
東又兵ヱ商店街
エディオン新瑞橋店
エディオン柴田店
ヤマナカ柴田店

イオンモール新瑞橋
アピタ南店
ピアゴ新瑞店
ピアゴ柴田店

あかのれん新瑞橋店
あかのれん内田橋店

南区小売商業連絡協議会南区小売商業連絡協議会

　平成26年度からの計画期間とする「第３次地域福祉活動計画」の策定作業が始まりました｡
　4月22日（月）に２次活動計画に携わっていただいた方と今回公募委員として新たに13名を
加え、計34名の作業部会委員の構成で第1回地域福祉活動計画作業部会が開催されました。
　策定中、広報紙などを通じて、区民の皆さまにも進捗状況の報告をさせていただきますので、
ご意見などございましたら、ぜひお寄せください。

とても優しく気さくな方です。
見た目もダンディーな感じでかっこいい方です。ユーモア
も持っていて社協の雰囲気を和ませています。地域にとっ
て必要な社協になっていきたいと常々言われてます。

事務局次長：山根真弓

とても優しく見た目もかわいらしい方です。声もとって
もかわいいです。相談したりするとすごく親身になってく
れてとても頼もしいです。ひとつひとつの仕事に真剣に
丁寧に取り組まれています。

主事として4月から南区
に配属されました。先輩
職員の方々が教えてくだ
さり、少しずつ仕事を覚
えています。ボランティア

(災害ボランティアも含む）、共同募金、障
がい者自立支援協議会、区民まつり、広
報、第2次活動計画3グループ、庶務を担当
します。担当学区は春日野、笠寺、笠東、星
崎です。これからよろしくお願いします。

　地域に暮らす一人ひとりの主体的な参加によって、住みよい福祉のまちづくりをすすめていくため、
社会福祉協議会が区内の社会福祉施設・団体、関係行政機関などとともに策定する行動計画です。
　地域に暮らす一人ひとりの主体的な参加によって、住みよい福祉のまちづくりをすすめていくため、
社会福祉協議会が区内の社会福祉施設・団体、関係行政機関などとともに策定する行動計画です。

南区社会福祉協議会
イメージキャラクター

まいまい あいあい

主事：中島　都

「こころ」「こころ」

1枠1回5,000円。ただし本会会員は20％割引となります。お問合せは山根まで。

レッドコードが特徴の
新感覚のデイサービスです。

　「傷害保険」と「賠償責任保険」を
セットにした「ボランティア活動保
険」があります。価格は250円～
470円(年度単位)です。
　また、ボランティアに関するイベン
トなどのスタッフや参加者に対する
「ボランティア行事用保険」(1日20
名以上1人あたり30円)もあります。
詳細は、下記へご相談ください。

南区ボランティアセンター
（南区社会福祉協議会内）
TEL 823-2035

ふれあいみなみは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

平成25年6月
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