
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。

広告募集 1枠1回5,000円。ただし本会会員は20％割引となります。お問合せは櫛田まで。
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事務局だより事務局だより事務局だより

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。

●南福祉社交ダンス ●（有）安芸電設
●宝南学区女性会・宝南学区地域福祉推進協議会
●サロンなでしこ ●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 ●いしぬき鍼灸治療院
●ユニー（株）ピアゴ ラフーズコアアラタマ店、アピタ名古屋南店
●子育てサークル、てくてくケロッピ（敬称略 順不同）

南区社会福祉協議会では、地域福祉活動を充実するために、寄付を募集しています。
皆さまのご協力をお待ちしております。募  集

この4月から新しく南区に配属された職員を紹介します。

地域福祉の推進や高齢者福祉の充実、ボランティア活動の育成など、誰もが安心して暮
らすことができる福祉のまちづくりをすすめるため、資金面での支援をしていただくのが
賛助会員です。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

はじめまして、丸山久美子と申
します。南区介護保険事業所

副所長として異動してまいりました。「誰
もが住み慣れた地域で安心して暮らし続
けることができるまち」の実現をめざし
て、いきいき支援センターや事務局と連
携して取り組んでいきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

丸山
４月から南区南部いきい
き支援センターに社会福

祉士としてまいりました後藤と申し
ます。皆様が安心して暮らし続ける
ことができるまちづくりのために、
精一杯頑張っていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

後藤

４月から参りました事務局長の
内山です。南区はサロンや見守

り・助けあい活動の盛んな、市内でも注
目されている区。社協が地域の皆さまに
ますます必要としていただける存在であ
るよう職員ともども力を尽くします！

内山 皆さんはじめまして。4月より
配属されました主事の鵜飼で

す。主に、ボランティアや子育て支援
を担当します。南区のみなさんのお役
にたてるように精一杯頑張りますので
よろしくお願いします。

鵜飼

４月から南区介護保険事業所
のサービス提供責任者として

配属されました。ご自宅で介護を受け
られる方の望む生活をかなえるため
に、地域みなさまや事業者さまと連携
して支援します。南区の皆様の「あなた
らしさを応援」出来たらいいなぁと
思っています。よろしくお願いします。

土井

職員紹介

299,715円 平成29年12月1日～平成30年3月31日総 額
宝南学区女性会・宝南学区地域福祉推進協議会

～自分らしく、安心して暮らせる南区にしませんか～～自分らしく、安心して暮らせる南区にしませんか～

賛助会員募集のお知らせ賛助会員募集のお知らせ賛助会員募集のお知らせ賛助会員募集のお知らせ

高齢者のため ボランティア活動支援のため

【申込方法】区政協力委員の方々にご協力いただいておりますので、各町内会を通してお申し込みください。法人・団体の方は  
 本会までお問い合わせください。

【特　   典】広報紙「ふれあいみなみ」をお送りします。（年３回）
【そ の 他】賛助会費は税法上の控除（法人の場合は損金算入）の対象になる場合があります。入会は任意です。本会の事業内

 容に賛同していただいた上で入会していただけると幸いです。

高齢者が身近な場所で気軽に集
まり、仲間づくりを行い、地域でい
つまでも暮らすことを目指す「サ
ロン」を増やすために活動助成を
しています。

中学・高校生を対象に福祉の気持ちをはぐ
くむ為に福祉施設等でのボランティア体
験をする夏季ボランティア講座を開催。他
にもボランティア団体への助成や災害ボ
ランティアセンターの設置準備にも使わ
れています。

ひとり暮らし高齢者の方を対象に
給食会の実施への活動助成や学
区ごとに取り組んでいる地域福祉
推進のための事業への支援を行っ
ています。

車いす、点字機器などの福祉用具貸出や、菊住学区内に所有
する民家「ひまわりハウス」を活動の拠点として地域やボラン
ティア団体に開放しています。

子育てに関する情報交換、仲間づくりを
目的としたサロンへの活動助成をしてい
ます。

賛助会費はこんなことに使われています！

子育て支援のため

学区地域福祉推進協議会のため

地域福祉をすすめるため 賛助会費募集活動のため

☆賛助会員
とは？☆

左から後藤、土井、丸山、内山、鵜飼

南区社会福祉協議会
シンボルキャラクター

まいまい あいあい

平成30年6月

Vol.73　　　　　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）８２３－２６８８
ホームページ：http://www.minamiku.net/shakyo　Eメール：minamiVC@nagoya-shakyo.or.jp

編集・発行

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。

〈広報誌の音訳・点訳〉音訳CDやテープ、点字図書をご希望の方は、南区社会福祉協議会までご連絡ください。（申込料 無料）

◆個人 1口 ８００円　　◆法人・団体 1口 3,000円
5,345,300円

個人：4,453件  法人・団体：354件

1,226,000円
402,000円

1,785,000円 834,000円

110,300円
988,000円

会費（年額）平成29年度 賛助会費実績報告

創業 45年　美容室クープ・ドゥグループ

＊整体は通常60分4,800円のところ、初回に限り3,000 円に。
・整体もご自宅等訪問承ります。
・休日、営業時間等詳しくはお電話にてお問い合わせください。

・営業時間内でも出張のため不在にしていることがありますので、
予めご予約をお願い致します。

住所：南区丹後通 2-6-15
（サガミ柴田店様向い）電話：090-4454-0794

　お電話一本でご自宅等へ訪問及び送迎致します。
◎病気やケガ、高齢者、障がいをお持ちで外出するのが困難…。美容：
　90％以上のお客様が施術中にオヤスミモードになります…。
◎眼精疲労、睡眠障害・・・等には頭皮 30分コースを。
　ストレッチ効果で深部の疲労もスッキリ！！
◎腕、肩、腰・・・等、筋肉疲労からくる支障には自信あり！整体：

（ここバリすぽっと認定店）

整体＆訪問美容室 あいち整体＆訪問美容室 あいち

只今キャンペーン中
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