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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

いきい
き支援センターいきい
き支援センターいきい
き支援センター
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facebook　 https://www.facebook.com/minamikunanbu/ 「いいね」してね！

南区南部いきいき支援センター
南区前浜通３－10 南区役所庁舎4階 電話 819－5050 Fax 819－1123
e-mail:h-minami-nanbu@nagoya-shakyo.or.jp

「高齢者
見守りＰＶ」
大公開中!!

「高齢者
見守りＰＶ」
大公開中!!

冬の身近な恐怖　「ヒートショック」

あわてないのが基本です！ ひとりで抱え込まないでひとりで抱え込まないで

「ヒートショック」対策
元気のわ！！

参加対象　市内在住の65歳以上の方 参加期間　4～9月
参加人数　1会場あたり24名（ただし、交流センター道徳は22名）
※申し込み多数の場合は3月８日（金）午前10時～抽選  南区役所庁舎5階調理実習室にて公開抽選会を行います。
参 加 費　無料（材料費一部負担あり）
申し込み期間　2月28日（木）までに来所またはお電話ください

～認知症の方を介護
　する家族支援事業～
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はつらつクラブ参加者募集！はつらつクラブ参加者募集！はつらつクラブ参加者募集！はつらつクラブ参加者募集！

はつらつクラブとは、健康体操やレクリエーションを楽しみながら介護予防や
友達作りをすすめる、名古屋市から委託されて行われている事業です。

参加者と同時に、参加者の話し相手など、運営のお手伝いをしてくださるボランティア
さんも募集しています！特技を活かして披露してくださる方も大歓迎です☆

午　前
（10時～12時）

午　後
（1時30分～3時30分）

毎週月曜

善常会
リハビリテーション

病院
呼続

コミュニティ
センター

毎週火曜

星崎
コミュニティ
センター
白水

コミュニティ
センター

毎週水曜

伝馬
コミュニティ
センター
菊住

コミュニティ
センター

毎週木曜

宝南
コミュニティ
センター

交流センター
道徳

問い合わせ先 南区社会福祉協議会（南区役所庁舎4階）☎：８２３－２０３５　FAX：８２３－２６８８

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

体力測定・カラダげんき講座 参加者募集！
対 象 ： 市内在住65歳以上の男性の方
日 時 ： ２月１５日（金）午後1時30分～3時
場 所 ： 日本ガイシアリーナ２階
　　　　アスリートルーム
定 員 ： ２０名
　　　（申込多数の場合は抽選）
期 限 ： ２月８日（金）までに
　　　　お電話にて申込みください

はつらつクラブ「公開講座」開催します！
対 象 ： 市内在住の65歳以上の方
日 時 ： 2月２６日(火)午後１時30分～３時30分
場 所 ： 白水コミュニティセンター　(鳴尾町字丹後江３０２３－３)
内 容 ： かんたんスマートフォン講座
　　　（スマートフォンの使い方、
　　　　詐欺防止について）
期 限 ： 2月１９日(火)までに
　　　　お電話にて申込みください

ファイブコグ(脳の健康チェック)

保育園と異世代交流会をしました☆

２９年度の公開講座の様子

「第４次南区地域福祉活動計画」策定の進捗状況を報告します！
 現在策定中の「第４次南区地域福祉活動計画」ですが、A、B、Cグループ
のそれぞれのテーマが決まりました！
　また１１月１２日には全体会にて、ワールドカフェ方式でグループワーク
を行うなど、グループの情報共有を行いました。その結果、さらなる全体
での情報共有や役割分担の必要性など今後の提案があげられました。
　これからもみなさんが参加したくなるような内容の計画を作っていき
たいと思います！またみなさんからのご意見等もお待ちしています。

ひとつでも当てはまれば要注意！
「ヒートショック」危険度チェック
１、一番風呂に入ることが多い。
２、４２度以上の熱いお湯が好き。
３、飲酒後に入浴することがある。
４、かけ湯はさらっと２杯程度。
５、家族に何も言わずにお風呂
　に入る。

　「ヒートショック」とは、急激な温
度差により血圧が大きく変化す
ることで、失神、心筋梗塞、脳梗
塞等を引き起こし、身体への悪影
響を及ぼす要因となります。
　お風呂場やトイレ等で発生し
やすく、事故の大半が気温の低
い冬場に起こっています。

　高齢者を狙った詐欺、詐欺ま
がいの被害がまだまだ後を絶ち
ません。
　先日も地域の高齢者の方から
「おかしなものが届いた」とご
相談をいただきました。ご訪問
し、見せていただくと封書で届
いた文書で｢連絡がないと強制
執行で預貯金などを差し押さえ
る｣というもの。それらしい名称
の機関名も入っています。
　全く架空の機関からのもので
あることがすぐにわかり、警察に
も相談。「文書に書かれている
連絡先に電話をかけることはご
法度！」「無視するのが一番」だ
そうです。
　おかしいと思ったらあわてない
のが基本です!どうしてよいかわか
らない時は、一息ついて、いきいき
支援センターにご相談ください。

　センターでは、認知症の方を介護するご家族の支援を行っています。
介護について一人で悩まないで、日頃の介護の不安や悩みを相談して
みませんか。
各事業とも費用は無料です。お気軽にご参加ください。
申込み方法・日時など、詳細は南区南部いきいき支援
センターにお問い合わせください。

地域福祉活動計画とは...
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、区民のみなさまなどとともに策定する行動計画です。

●Bグループテーマ「絆づくり」
　みんなが活躍できる場、みんながつながりあえる地域づくり等
●Cグループテーマ「つながりたい つたえたい つづけたい　確かな情報」
　困りごとを抱えた人、情報が届かない人への働きかけ等

●Aグループ「南区の自慢、宝を見つける」
　地域の魅力を発信しながらの住民のつながりづくり等

みなみひま
わり

プラン４

全体会当日の様子です。

※各グループの内容は
   現段階のものです。

２９年度の運動講座の様子

男性限定！

④入浴前に１０杯のかけ湯
血圧の急変化を防ぐため、多めのかけ
湯をするなどして体を慣らしましょう。
かけ湯がめんどうな方は、シャワーを２
０～３０秒浴びるのでもOＫ

⑤入浴前の声かけ
入浴中に意識を失い、最悪の結果
を招くこともよくお聞きします。ご
家族がいる場合は、入浴前に一言
声をかけておくことも忘れずに！

①脱衣所と浴室は２０度以 
  上、リビングとの温度差は 
   ５度未満に。
重要なのは、原因となる急
激な温度差をなくすこと。入
浴前に浴室暖房を利用した
り、湯船の蓋を開けたりする
ことで、脱衣場と浴室の温
度を上げておきましょう。

②４０度のお湯に
  １０分程度つかる。
熱いお湯に入ると、
交換神経が刺激さ
れて血圧が上がり
ます。４０度のお湯
に１０分程度つかれ
ば保温効果もあり、
オススメします。

③飲酒後の入浴はNＧ
飲酒により血管が広が
り、血圧が下がります。
また、入浴により血管
が広がるので、さらに
血圧が下がります。こ
れは低血圧に繋がるの
で、飲酒後の入浴は避
けましょう。

上記に気を付け、ヒートショックから身を守りましょう。

★家族教室
（まずは認知症を“知る”
ことから始めましょう）

認知症に関する知識・
介護方法などの講話・
介護経験者との交流な
どを行います。
【開催日】全５回
（４月～８月、１０月～２月）
【所要時間】
２時間程度
【定員】１０人

★家族サロン
（憩いの場）

日頃の介護の不
安や悩みを話し
合う交流の場や
情報交換などを
行います。
【開催日】
毎月１回
【所要時間】
２時間程度
【定員】３０人

★医師の専門相談
（もの忘れ相談医に
よる個別相談）

認知症の症状や治
療についてお困り
のことがありました
ら、お気軽にご相談
ください。
【開催日】
毎月１回（３０分程度）
【定員】
２～３人（要予約）



8 1

共同募金実績／赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール ………… P.1
赤い羽根共同募金の街頭募金を行いました！／ここバリ作品展 …… P.2
名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業第／４次南区地域福祉活動計画 …… P.3
推進協通信Vol.14（菊住学区）／ボランティア通信 …… P.4

ここバリ通信 …………………………………………P.5
いきいき支援センター ………………………………P.6
会員施設紹介／賛助会員加入報告…………………P.7
事務局だより／善意箱 ………………………………P.8

今
号
の
内
容

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




