
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。
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広告募集

日時

南区ボランティア連絡協議会とは？～

7月18日土 10：00～14：00 場所 イオンモール新瑞橋 １階
セントラルコート・イオンホール

はぁと to はぁと～ 南はぁと to はぁと～ 南
南区ボランティア連絡協議会
25周年記念行事    　　　　

～つなげようやさしさの心   ひろげようボランティア仲間～

この4月から新しく南区南部いきいき
支援センターに配属された職員を紹介します。

職 員 紹 介

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！

センター長：小林　陽

　南区ボランティア連絡協議会が発足して今年で25年、イオンモール新瑞橋にて記念イベントを
開催します！ステージ発表や手作りコーナー、プレゼントコーナー等お楽しみがいっぱいです。
　ぜひ遊びに来てくださいね！

　「やさしさと心で接するボランティア」を合言葉に、平成2年に結成。当初12のグループの参加から始まり、
現在は28グループが所属。定期的に研修会を行いボランティア同士の交流を深め様々なことを学んだり、さわやか
ウォーク等各種行事に参加し広く地域へボランティア活動の啓発、普及を呼びかけています。ふれあいと豊かな
やすらぎのある福祉のまちを目指してボランティア活動の輪が大きく広がっていくことを目指しています。

名古屋市社会福祉協議会ボ
ランティアセンターから異動
してきました小林　陽(あき
ら)です｡
南区にお住まいの方一人ひと
りが、生き生きと暮らしてい

ただけるよう、熱き心で精一杯頑張りたいと
思っております。
どうぞよろしくお願いいたしします。

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

「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。

展示コーナー
ボランティアグループによる活動紹介

お楽しみコーナー
メッセージカード、プレゼント

ステージ発表
ジャグリング、ダンス、三味線、

サックス演奏

子どもの遊びコーナー
カプラ

手作りコーナー
香袋、折り紙、バルーンアート

体験コーナー
手話、ＡＥＤ

※内容は当日多少変更する場合がありますのでご了承ください。

申し込み・照会先

セントラルコート イオンホール

区民まつりで手作りコーナー 他市のボランティアグループと交流 大学祭でみんなが楽しめる
遊びのコーナー

一般区民向けにさまざまなイベントを開催

等
等

認知症サポーター養成講座を開催します！
いきいき支援センターだより

　｢認知症になっても安心して暮らせるまち」をつくるため
に、あなたも認知症サポーターになってみませんか！
受講後に、オレンジリングをお渡しします。
認知症への理解を深めたい方はぜひお越しください。

日　時 6月26日（金） 10時～11時30分
会　場 南区在宅サービスセンター
 研修室（南区役所庁舎５階）
定　員 50名（先着順6月11日から）
参加費　無料

南区南部いきいき支援センター
ＴＥＬ：819－5050  ＦＡＸ：823－2688

善 意 箱善 意 箱 貴重なご寄付、ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。
南区の地域福祉の推進に活用させていただきます。

ユニー株式会社様では、各店店頭に募金箱を設置し、お客様から募金を募る運動を展開しています。
集まった募金を社会福祉協議会に寄付していただきました。地域福祉推進のために活用させていただきました。

地域の高齢者サロンで行われる手芸や、防災ずきんづくり等で使用します。ぜひご協力ください！

■“小さな善意で大きな愛の輪” 募金運動

■着物の切れ端や、肌着、毛糸、タオル等を寄付していただけませんか？

桜台高等学校生徒会

○マルハン名古屋南店様より、お菓子・飲み物のご寄付をいただきました。高齢者サロンや子育てサロン
等で活用させていただきました。

○徳田幸子様より、車椅子1台のご寄付をいただきました。学校での福祉教育や車椅子貸出事業で活用さ
せていただきました。

○匿名の方より、テレビ、テレビ台、DVDレコーダー、冷温風機、自転車、ロボットクリーナー、収納式電
動リクライニングベッドのご寄付をいただきました。福祉用備品として活用させていただきました。

○NPO法人ブックサポートONE様より、文具一式のご寄付をいただきました。児童館で活用させていた
だきました。

総 額

559,062円
(平成27年1月１日～3月31日)

●ユニバーサル・ホープ・ネット　●桜台高等学校生徒会　●（有）安芸電設
●ユニー株式会社（ピアゴ　ラフーズコアアラタマ店・ピアゴラフーズコア柴田店・アピタ名古屋南店）
●名古屋南モラロジー事務所　●東亞合成労働組合名古屋支部　●匿名3件（敬称略 順不同）

子どもも大人も楽しめる内容だよ！
プレゼントもあるよ♪

介護予防体操
毎日実施中！
介護予防体操
毎日実施中！

リハビリデイサービス いもとリハビリデイサービス いもと

●AM  8:00～
●AM10:00～
●PM12:00～
●PM  2:30～
●AM  9:30～
●PM  1:30～

休診日／祝日・土曜午後・日曜午後

TEL 824-0120
FAX 821-0780

詳しくはTELにて
お問合せください

「得トク運動教室」の認定終了後でも、1ヶ月２，０００円（週1回）で
継続参加していただけます。

南区前浜通7-5-1 名鉄本笠寺駅前

送迎
あり

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27年6月

Vol.64　　　　　社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会
〒457-0058 名古屋市南区前浜通3丁目10番地 南区役所庁舎4階　TEL（０５２）８２３－２０３５ FAX（０５２）８２３－２６８
ホームページ：http://www.minamiku.net/shakyo　Eメール：minamiVC@nagoya-shakyo.or.jp
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