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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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書道の部ポスターの部

南　区　長　賞

愛 知 県 共 同 募 金 会

ポスターの部

書道の部

第70回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールを開催しました！

佳 
作
佳 
作

今藤　優希（菊住小１年）
山口乃野子（笠寺小２年）
児玉　琴那（笠寺小３年）
兼山　航輝（笠東小４年）
今西　七彩（菊住小５年）
太田　暁人（桜小６年）
三村　碧海（名南中２年）
安藤　維咲（名南中３年）
永田　愛実（大江中３年）

澤口　莉奈（豊田小３年）
伊藤　光理（宝南小４年）
深谷　桂伍（宝小５年）
横井　陽路（桜小６年）
髙橋　侑葵（桜田中１年）
三村　碧海（名南中２年）
中野　礼菜（桜田中３年）

本年度も区内の小中学生の皆さんから、書道675点、ポスター242点の応募をいただき、審査の結果、
以下の方が優秀作品に選出されました。入賞された皆さん、おめでとうございました！

武田　美月
（南光中３年）

稲熊　みゆ
（宝小３年）

田中七那葉
（明治小５年）

金子　芽生
（本城中１年）

中村　綾那
（本城中２年）

大坪　優月
（大磯小４年）

中村　瑞希
（春日野小６年）

書道の部ポスターの部
久保田彩心（桜小１年）
古池穂乃花（呼続小２年）
前山　莉央（大磯小３年）
小河原朔実（伝馬小４年）
髙栁埜乃果（伝馬小５年）
中村　瑞希（春日野小６年）
根井花里奈（柴田小６年）
下村　優菜（柴田小６年）
丹羽恵里衣（明豊中２年）

山下日真莉（千鳥小３年）
杉山　紗雪（春日野小４年）
小島　彩来（菊住小５年）
木村　　杏（笠東小６年）
森下菜々美（大江中１年）
足立　彩和（新郊中２年）
中澤　皓晴（本城中３年）

南区共同募金委員会会長賞

安藤　百音（千鳥小５年）

大谷　遙花
（菊住小４年）

（敬称略）

廣村　和奏
（星崎小５年）

大坪　聖果
（新郊中１年）

柿下日菜花
（笠東小６年）

小河原陽花
（明豊中２年）

佳 

作
佳 

作

（敬称略）（敬称略）

銀賞銀賞

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31年2月

Vol.75　　　　　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）

岡田純一郎
（春日野小２年）

今年度もご協力ありがとうございました！
区民の皆様のあたたかいご協力により、今年
も大きな成果を上げることができました。来年
度の福祉事業のために活用されます。ご協力
いただきまして、誠にありがとうございました。

平成30年度 赤い羽根共同募金実績報告（平成31年１月10日現在）
赤い羽根共同募金      11,600,102円
歳末たすけあい募金        445,299円

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。

●南パズルの会
●名古屋ヤクルト販売株式会社
●南区防犯協会
●南区区民まつりフリーマーケット
●桜台高等学校生徒会
●匿名2件　　　　　（敬称略 順不同）

152,718円平成30年8月1日～　　平成30年11月30日
▲講習会の様子

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

総額

南パズルの会

　平成30年6月より立ち
上がったボランティアグ
ループです。毎月第4火曜
日午後在宅サービスセン
ターボランティアルームに
て作製しています。ブロッ
クパズルの売り上げは南
区の地域福祉に活用させ
ていただいています。

『注文をまちがえる料理店』　　小国士朗・著　あさ出版
　2017 年 9 月に、東京で 2 日間だけオープンしたレストラン「注文をまちがえ
る料理店」の物語です。接客をするのは“認知症”の状態にある人たち。裏で
支えるのは、普段様々な職業を持つ、ボランティアスタッフたちです。資金はク
ラウドファンディングで集められ、おしゃれな雰囲気のおいしいレストランがで
きあがりました。認知症の方のピアノ演奏もありました。少しくらいオーダーを
まちがえても叱られない、むしろまちがえることを一緒に楽しむレストランは、
多くの人の共感を呼び、世界中から取材がきました。同著者のドキュメント版（『注
文をまちがえる料理店のつくりかた』方丈社）もおすすめです。

ブロックパズルできるかな？▶

南区社会福祉協議会 ☎052－823－2035
興味のある方は南区社協までお電話ください

住 所 : 南区千竈通2丁目10－2   電話番号 : 052－821－1732南図書館

 

 

ご相談ください
お気軽に

GranKasadera1階南号室
南区前浜通4-11-1

南区泉楽通3-24

体験随時受付中祝日も営業送迎あり
ゆう ゆう

選択式機能訓練特化型デイサービス

サービス
提供時間 午前9:00～12:15/午後13:30～16:45一緒に楽しく運動しましょう!

南図書館によるブックレビュー南図書館によるブックレビュー
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ミライプロジェクト新瑞橋の紹介

● 平成30年度 賛助会員加入報告 ●

4,321件　　3,575,900円

　404件　　1,751,600円

　　　　　計  5,327,500円

（平成30年12月31日現在）

　南区社会福祉協議会賛助会員には、多くの方のご賛同をいただきました。厚くお礼申し上げます。
　お寄せいただきました会費は、高齢者福祉の充実や子育ての支援、ボランティア活動の育成など、
地域福祉のために活用させていただきます。

南区にお住いの高齢者や障がいのある方などの作
品や赤い羽根共同募金作品コンクール入賞作品の
展示を行いました。また手作り作品のバザーを行い
売り上げが赤い羽根共同募金に活用されます。
多くの施設サロンが出展され、2日間で679名の来
場者がありました。
沢山のご来場ありがとうございました。
手作り作品バザー・オークション142,200円、募金箱
4,408円ご寄付いただきありがとうございました。

　ミライプロジェクト新瑞橋は2016年9月に開所
した大規模デイサービス＆スタジオです。
　1日70名定員の3階建ての広々とした建物で、2
階の運動スタジオでは運動型通所サービスも実施
し、また3階にはこの夏に開設しました訪問看護ミ
ライプロジェクトの事務所を有しています。

住　所： 南区平子1－2－3
ＴＥＬ： 052－883－8012
H  P： http://www.miraiproject.co.jp/

〒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
お問い合わせは

▲作品展の様子

▲バザー品の販売

南区共同募金委員会

赤い羽根共同募金の街頭募金を行いました！

南区役所１階エントランスにある
ガチャガチャを行っていただくと
募金になります！「あいあいまい

「ガチャガチャ式募金箱」

10月28日（日）さわやかウォーク（大江川緑地）
協力者：大磯フットボールクラブ

11月4日（日）ピアゴ ラ フーズコア アラタマ店
協力者：菊住学区子ども会

11月18日（日）区民まつり（日本ガイシ）
協力者：日本ボーイスカウト名古屋西部地区第19団、大磯フットボールクラブ

11月25日（日）イオンモール新瑞橋店
協力者：南区手をつなぐ育成会、南鯱城会

12月9日（日）ビバモール名古屋南店、アピタ名古屋南店
協力者：道徳学区子ども会

まい」や「ミ
オー」の缶
バッチを集
めて、ぜひ募
金にご協力
ください！

募金にご協力していただいた
すべてのみなさま、
本当にありがとう
ございました！

　皆さまがいつも笑顔で楽しく通っていただけるよ
う様々な活動を積極的に行っています。日々の機能
訓練やレクリエーションはもちろん、ご利用者様の自
発的な取り組みとして、歌クラブやカラオケ、麻雀、作
品づくり、階段歩行や屋外歩行も楽しく実施してい
ます。その他にも２階菜園での野菜の収穫や、演奏
会、名古屋大学レゴ部によるレゴブロックを使った
レクリエーションなど、ミライプロジェクトならで
はの体験ができるよう日々工夫をしています。

また看護師、機能訓練専門職も多数在籍し、介護
度が高い方や医療的な対応が必要な方でも安心し
てご利用いただけます。見学も随時可能ですので、
気軽にお立ち寄りください。訪問看護に関するお
問い合わせも大歓迎です。

法人・団体

個　　人

赤い羽根共同募金ここバリ作品展ここバリ作品展


