
みなさんも“声かけ隊”になりませんか？？

Q．誰が対象なの？

桜学区 地域支えあい事業　～おたっしゃかねプロジェクト～

白水学区 地域支えあい事業

　桜学区では平成27年10月から事業が開始します！そこで事業開始の準備と
して事業の担い手作りである、認知症関連講座の「おたっしゃかねプロジェク
ト」が始動しました。この「おたっしゃかねプロジェクト」は南区北部いきいき
支援センターと介護支援センターなごみと南区社会福祉協議会の協力のも
と、全４回の連続講座で開催。桜学区では今までに、災害や災害時要援護者
に関する学習会や、日常の見守り体制を構築していく「ふれあいネットワーク
活動」の検討会等を行ってきました。そこで今年度はより専門的に災害時要
援護者のことを学ぼうということになり、とくに認知症についての理解を深
め、地域全体で支えていこうということになりました。10月の本格的開始に
向け、「おたっしゃかねプロジェクト」の講座で得た知識を活かし、多機関協力体制のもと、桜学区を誰もが
「おたっしゃかね」と言いあえるような地域になるよう、協力していきたいと思います。

　「“声かけ隊”活動」とは、あいさつを通して人とつながるきっかけを作り、やさしさのあふれるまちづくりを
進める活動です。「お隣の人の顔を知らない」など、地域関係の希薄化が深刻になっている現代で、一人ひとり
が地域とつながり、いざという時に支えあえる関係の基礎をつくるための一つの活動として、“声かけ隊”活動
を推進していきます。
　7月28日、第１回“声かけ隊”養成講座を駈上住宅で行いました！！駈上
住宅の住民の方、民生委員さんなど合計１9名の方が参加してくださいま
した。
　参加された方には、“声かけ隊”養成講座終了証と缶バッチを進呈し、
ご自分のお住まいの地域でご自分のできる範囲で“声かけ隊”活動を
行っていただきたいと説明しました。
　今後も“声かけ隊”養成講座を開催していきます。関心のある方はご連
絡ください。 お問い合わせ  南区社会福祉協議会 TEL 823-2035

　白水学区地域支えあい事業は、平成26年11月から開始しました。
今年度は「ふれあいいきいきサロン」の立ち上げや、認知症を
テーマにした「ボランティア養成研修」を開催する予定です。

　白水学区では、着々とサロン立ち上げの準
備をしています。会場の選定、ボランティア
募集、他学区のサロン見学、内容の打ち合わ
せを進めています。誰でも気軽に参加でき
る、地域に根付
い た サ ロ ン に
なってほしいで
すね☆サロンに参加したい、関わりたい方には、南区にあるサロン一覧がありますのでご案内します。

サロンを始めてみたい方には、開設助成金や運営助成金などの制度がありますのでお気軽になん
でもご相談ください。

推進協通信V
ol.４

地域支えあい事業特集
第３次

地域福祉活動計画

講座には多くの方が参加し
熱心に講義を受けています。

リサイクルボランティア活動の様子

日にち

高齢者サロンと子育て中親子の異世代交流会 神社の社務所で行われる共生型サロン自宅を開放して行われる高齢者サロン

6 月14日

7 月12日

8 月 9 日

11月１日

介護保険制度の講義

高齢者の相談事例紹介、見守り支援員についての講義

認知症サポーター養成講座

はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練

内　　容

サロン立上げに向けて打合せ

●相談窓口
　生活に何か困りごとや不安をかかえる方、
　一人で悩まず相談してください。 
　日時　毎週火～日曜日
　　　　午後１時から４時まで
　場所　桜コミュニティセンター
　　　　（℡ 822-4339）

●活動内容
　ふれあい給食会、リサイクルボランティア
（見守り活動含む）、ふれあいいきいきサロ
ン事業、生活支援活動等

A．家に閉じこもりがちな高齢者や、障がいのある
方、子育て中の親子などが対象です。
近所の人達や地域団体、ボランティアと一緒に
作っていきます。

Q．どんなことをするの？
A．気軽に楽しい時間を過ごし、ふれあいを深める地域のみなさんの交流の場ですので、細かい決
まりごとはありません。おしゃべりだけのサロンや喫茶型、簡単な創作活動や歌を歌うサロン
など様々です。

Q．どこで行うの？
A．コミュニティセンターや公民館やマ
ンションの集会場や社務所、ご自宅
など身近な場所で集まって行ってい
ます。

名　称　サロンみ
よし

内　容　お茶やコ
ーヒーを飲みなが

ら

 楽しく交流☆

開催日　月１回　
第３木曜日

 9：30～11：30

会　場　県営三吉
住宅集会所

 （南区三吉町2丁目
84-1）

対象者　お年寄り
から子どもまで誰

でも参加OK

参加費　１回 １０
０円

11/19（木）堂々オープン！

みんなが集まって楽しい「地域のお茶の間」「たまり場」です！！

ピックアップ

ふれあいいきいきサロン

電話でもOK！

ご相談ください！ ふれあい・いきいきサロン
ふれあい・いきいきサロンに関する悩み事、困り事などがありましたら社会福祉協議会へご相談ください！

●相談窓口
　福祉の困りごとがあったら、コミセンに行ってみよう！ 
　日時  毎週　月～金曜日　午後１時から４時
　場所  白水コミュニティセンター（℡ 611-3328）

「ふれあい・いきいきサロン」とは？
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児童生徒作品コンクール

ガチャガチャ式募金箱

＊共同募金は翌年の使いみちを事前に
考えた上で、募金を募る仕組みです。14,329,000円です。

 (歳末たすけあい募金を含む）

妖怪ウォッチと一緒に妖怪ウォッチと一緒に を盛り上げよう！を盛り上げよう！赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

平成27年度　南区の目標額は
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共同募金運動行事の一環として、小中学生を対象とした作品コンクールが行
われました。優秀作品については、展示を行います。

　書道の部、ポスターの部とも、南区長賞、南区共同募金委員会会長賞は、10月1日(木）から10月 
30日(金)、愛知県共同募金会作品コンクール南区代表作品は、11月2日(月)から11月30日(月)まで
南区役所１階情報コーナーで展示予定です。(土日祝除く）
　また、代表作品のうち、入賞した作品は、10月1日(木）から10月13日(火）までNHK名古屋放送
センタービル１階（プラザ）において展示予定です。１月に開催する赤い羽根「ここバリ作品展
2015」での展示も予定しております。（5ページをご覧ください）

　１０月より、楽しみながら募金できるガチャガチャ募金箱が南区役所庁舎１階の
エントランスに設置されます。
　南区社会福祉協議会や南区役所のキャラクター缶バッチなどがもらえるよ。ぜひ
チャレンジしてみてね！

 ケアマキス柴田とは
　南区柴田本通にある特別養護老人ホームです。「その人らしく生きていただく」
の理念のもと、力を入れているのが「外出」です。ワイドビューひだでの高山日帰
り旅行や、年末にデパートのバーゲン、ご家族様と小旅行に出かけたり。これまで
普通に楽しんでおられたことをどのように継続するかにこだわっています。

 併設のショートステイ
　ご家族様のご要望に応え、ご利用者様にもご満足いただけるように、以下の
ことに力を入れています。「土日の送迎あり」…別料金なしで、南区、港区、緑
区、熱田区、瑞穂区へ。（他地域も応相談）「緊急時も迅速に対応」…ご家族様
の急ぎの事情にも対応。「滞在中はリハビリもしっかり」…理学療法士が付き添
い、ご利用者様向けのリハビリを実施。

　地域貢献活動
　毎月第三土曜日に「なんでも相談会（ケアマキス・カフェ）」を開催。楽しみなが
らできる運動や、生活アドバイス、美味しいコーヒーを飲みながらの話し合いを通
して、もしものとき誰にどう相談して良いかなどの問題を一緒に考えています。
　今後も地域の皆様に役立ち続ける存在でいられるよう、職員一同努力して参
ります。

赤 い 羽 根 協 賛  

平成26年度 南区社会福祉協議会 決算報告が登場！

法人運営

はつらつクラブ

ⓒLEVEL-5/妖怪ウォッチプロジェクト・テレビ東京

地域支えあい事業

SC管理

貸付
共同募金配分金
地域福祉基金

デイサービス

児童館

福祉会館
（16.4％）

（30.7％）

（31.6％）

（3.9％）

（0.7％）

（1.8％）

（0.2％）

（4.1％）

（0.9％）

（9.7％）

収入 支出 275,360,186円323,552,460円

法人運営 ……………法人運営収入（補助金、賛助会費等）
はつらつクラブ ……はつらつ長寿推進事業受託金収入
地域支えあい事業……地域力再生事業補助金収入
SC管理 ………………在宅サービスセンター管理補助金収入
貸付 …………………貸付事業補助金収入
共同募金配分金 ……共同募金配分金収入
地域福祉基金 ………寄付金収入
デイサービス ………デイサービス介護保険収入
児童館 ………………南児童館受託金収入
福祉会館 ……………福祉会館受託金収入

法人運営 ……………地域福祉推進事業（推進協事業助成・サロン助成、
ボランティア支援等）

はつらつクラブ ……はつらつ長寿推進事業にかかる経費
地域支えあい事業……地域力再生事業にかかる経費
SC管理 ………………在宅サービスセンター管理にかかる経費
貸付 …………………貸付事業にかかる経費
共同募金配分金 ……共同募金配分金事業

(さわかやウォーク､広報紙作成､団体助成など)
地域福祉基金 ………寄付金による事業（福祉教育推進事業、基金積立等）
デイサービス ………デイサービスにかかる経費
児童館 ………………南児童館にかかる経費
福祉会館 ……………南児童館にかかる経費

なんでも相談会（ケアマキス・カフェ）の様子

法人運営

はつらつクラブ

地域支えあい事業

SC管理

貸付

共同募金配分金

地域福祉基金

デイサービス

児童館

福祉会館
（18.6％）

（27.6％）

（30.7％）

（3.6％）

（0.5％）

（0.3％）

（4.8％）

（0.8％）

（2.4％）（10.7％）

平成26年度南区の実績額  14,330,028円
皆さまからの多大なご協力があり、目標を達成することができました。
ありがとうございました。

地域で、学校で、お店で、街角で、区民の皆さまのあたたかいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

今年も10月１日から12月31日まで全国一斉に
赤い羽根共同募金運動が始まります！ 

ご協力ありがとう
ございました。

アピタ名古屋南店、あかのれん内田橋店、湯ーとぴあ宝、笠寺観音商店街振興組
合、柴田商店街振興組合、道徳通商店街振興組合、区内郵便局（２１局）、南区役
所、南生涯学習センター、笠寺福祉会館、南警察署、内田橋清凉苑、みのり共同
作業所　（敬称略・順不同）

平成26年度 募金箱の設置協力店・公所等

南区共同募金委員会お問い
合わせは

〒457－0058　名古屋市南区前浜通3－10
　　　　　　　南区役所庁舎４階(南区社会福祉協議会内）
TEL：８２３－２０３５  FAX：８２３―２６８８

募金箱の設置にご協力いただける企業・商店を募集しております。
期間は１０月～１２月です。

街頭募金にご協力くださる団体、学校も募集しています。（募金箱・旗などをお貸しします） 所在地：南区柴田本通4-15  TEL：052-693-5461 FAX：052-693-5462
見学・ご相談 歓迎します。 お気軽にご連絡ください。

特別養護老人ホーム ケアマキス柴田特別養護老人ホーム ケアマキス柴田

募集



　夏休みに中・高校生の皆さん
がボランティア体験しました！
暑さに負けず、109名の皆さん
が、福祉施設や団体、ボラン
ティアグループで活動しました｡
　生徒さんにとっては、短期間
の活動ですが、皆さんの心に、
大きなものを残したことと思い
ます。これをきっかけに、福
祉、社会への関心を持っていた
だければ幸いです。

　今回、ボランティア受け入れにご協力いただいた施設、団体様には、貴重な時間を割いていただき誠にありが
とうございました。参加者の活動日誌の中からも、職員のかたに緊張をほぐしてもらって、これまで接したこと
のなかった人々とのふれあいの中で、いきいきと活動できたことががうかがわれます。3日間が「短く感じた」「楽
しかった」という声も、たくさん書かれていました。

　退職して時間があり何かした
いが具体的に何をしたら良いの
かわからない、どんな活動があ
るのかわからない、など思って
いる方。地域デビュー講座で、
第二の人生始めましょう！地域
にはさまざまな活動がありま
す。自分にはどんなものが合っ
ているのか、などをお伝えしま
す！自分にできることを探して
みませんか？
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第 10 回　隠れ家ギャラリー「えん」 南区呼続一丁目 10-23　℡822-7088

ここバリ通信ここバリ通信 ～“心のバリアフリーを広げる拠点”～
「ここバリすぽっと｣を広げるため、
計画サポーターさんが訪問活動をしました

夏季ボランティア講座受入施設・団体・ボランティアグループ（順不同）

名古屋おもちゃ病院とんかち
さわやか南うどんサークル
名古屋みなみ災害
　ボランティアネットワーク
たねの会

施設・団体 ボランティアグループ
なごやかハウス三条
特別養護老人ホーム南生苑
特別養護老人ホームはるかぜ
特別養護老人ホームゆうあいの里 大同
小規模多機能ホームもうやいこ
老人保健施設あゆちの郷
老人保健施設かたらいの里
シルピス大磯

デイサービスセンターはるかぜ
デイサービス道
ニコニコデイサービス鶴里
デイサービスセンターひまわり
名古屋南ケアセンターそよ風
デイサービスセンター星崎
デイサービス大生
デイサービス宝南
デイサービス友・愛

ニコニコハウス鶴里
みのり共同作業所
ぼーたん
集
NPOココロ
南児童館
児童デイサービスCIEL
児童デイサービスSoleil
放課後デイaile blanc

ろばのこ療育園
ちどり児童会
子ども家庭支援センターさくら

南区在住の介護サービス利用者
やはつらつクラブの参加者など
の高齢者や障がいのある方の作
品を展示します。
また、赤い羽根共同募金活動とし
て、高齢者や障がいのある方の手
作り品によるバザーを行います。
入場無料ですので、お気軽にお越
しください。

2015を開催します！

日時

場所

※ここバリとは？

赤い羽根共同募金ここバリ作品展ここバリ作品展
平成28年1月15日（金）・16日（土） 
AM10:00～PM15:00

南区役所講堂

障がいのある人もない人も誰もが暮らしやすい地域を
めざし、“心のバリアフリー”を南区内に広げてい
こう、という趣旨で行っています。心のバリアフリー
が広がってもっと南区が住みやすくなるといいね☆

入場
無料

●場 所 南区在宅サービスセンター（南区役所庁舎５階）研修室
●対 象 南区在住・在勤の方
●定 員 50名（抽選）
●内 容 地域デビューについての講演、地域活動の紹介、ワーキング
●講 師 団塊世代の会大垣　副代表　森　俊昭 氏
●申 込 11月16日(月)までに、窓口、電話、FAX、メール等で社協へ

このステッカーが目印！

講師：森　俊昭 氏

「えん」の玄関

服部さん（写真右）畑さん（写真左）

地域デビュー講座 地域への一歩を
踏み出しませんか!?参加費無料！

講師：団塊世代の会・大垣　
　　副代表森　俊昭 氏

実際に地域で活動している
人から話しを聞きます

地域デビューって？

平成27年

 １１月22日（日）　

平成27年

 1２月20日（日）

活動について知ろう

平成28年

 1 月２4日（日）

何がやりたいか
考えてみよう

１日目 2日目 3日目

　築85年の日本家屋を活用した「えん」は、文字通り
「隠れ家」のような貸しギャラリーと、無農薬野菜な
ど食材にこだわった料理や飲み物を提供しているカ
フェなどいろんな顔を持ったお店です。
　店主の服部さんは、南区育ちの名古屋っ子です。地
元でお店をと探していたら、昔ながらの日本家屋を見
つけ、開業したのが13年前とのこと。
　本当に前を通っても気づかず通り過ぎてしましそう
な隠れ家のようなお店に入ると、まさに古い日本家屋

に。履き物を脱いでお邪魔するとギャラリーがあり、奥の座敷がカフェになります。
　ちゃぶ台のような円卓を囲んで、服部さんのお話を伺いました。
　このお店に来た年配者は、懐かしさを感じ、若い人にとっては、新鮮なものを感じる
そうです。適度に古びた座敷は、まるで、田舎に住む祖父母の家を訪ねたようで、本当
に懐かしさを感じさせます。

　ここバリすぽっとになったきっかけは、社協の職員からの説明の中で、「こころのバ
リアフリー」という言葉に共感してのことだそうです。　ここバリすぽっとの認定証と
ステッカーがあることが、お店のステータスに繋がるよ
うになれば良いですね。という服部さんの言葉を受け、
取材した畑さん、才野さん（本会計画サポーター）も深
くうなずいていました。
　服部さんは、サロン「お日まち」に参加し、その会場
として提供しており、近所の銭湯「呼続温泉」のイベン
トにも参加するなど、地域での活動の幅を拡げておられ
ます。

夏季ボランティア講座 開催しました！夏季ボランティア講座 開催しました！

※すべて午前１０時〜正午までの開催になります。 

※原則３日連続の講座ですが、１日のみ、２日間のみの
　受講でも構いません。




