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事務局だより事務局だより事務局だより

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。

4月より地域福祉推進スタッフとして
配属されました、山口です。地域の皆

様と一緒にご相談させていただきながら、既
存のサロンの継続、更なる活性化、また、新規
のサロンの開設等に携わらせていただきま
す。地域の方々のお声、ご意見をお待ちしてお
りますので宜しくお願いいたします。

山口

4月より南区デイサービスセ
ンタ―ひまわりに副所長とし

て異動配属されました河村です。安
心・安全で笑顔いっぱいのデイサービ
スで、地域の皆様の在宅生活を少し
でも支えられるよう努めていきたい
と思っています。どうぞ、よろしくお願
いいたします。

河村

はじめまして。4月より南区介護保
険事業所副所長として異動配属さ

れました、松井です。南区はいろいろな活動
をされている区とお聞きしております。地域
の皆様が住み慣れた町で生活が続けていけ
るよう各部門と連携を取り支援を行いたい
と思います。よろしくお願いします。

松井 南区社協次長として4月よ
り参りました馬場と申しま

す。地域の活動が盛んな南区に配属
されとても嬉しく思っています。様々
な福祉課題の解決に向けて、地域の
みなさまとともに精いっぱい取り組
んでまいりますのでよろしくお願い
いたします！

馬場

南区南部いきいき支援セン
ターに看護師として異動し

てまいりました大石といいます。南
区社協シンボルキャラクターのまい
まい・あいあいのように、のんびり
と南区を愛していこうと思います。

大石

職員紹介

南区では１００ヶ所以上の多種多様なサロンが行われています。地域のどなたでも、身近な場所で気軽に集まり、
楽しく交流し仲間づくり、生きがいづくり、地域とのつながりを深める場所をサロンと呼んでいます。昨年度は新
たに９か所のサロンが立ち上がり、開設のお手伝いを行いました。サロンについての問い合わせは、南区社協まで！

サロンの運営助成金には皆さまからいただく賛助会費が使われています。
ご協力いただきますようお願いいたします。

左から松井、河村、馬場、山口、大石

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

宝南学区女性会・
宝南学区地域福祉推進協議会

南パズルの会

ふれあい・いきいきサロン増えています！！ふれあい・いきいきサロン増えています！！

てんま茶屋 サロン和み

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

令和元年6月

Vol.76　　　　　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）

●宝南学区地域福祉推進協議会・宝南学区女性会
●南パズルの会
●（有）安芸電設
●公益社団法人熱田法人会女性部会
●名古屋南モラロジー事務所
●ピアゴラフーズコア　アラタマ店
●ユニー（株）ピアゴラフーズコア柴田店
●アピタ名古屋南店
●東亞合成労働組合
●匿名3件　　（敬称略 順不同） 総 額 455,948円 平成３０年１２月１日～

     平成３１年３月３１日

『記憶をつなぐラブレター』　　城戸真亜子・著　朝日出版社
　この本は、愛知県出身のタレント城戸真亜子さんが、認知症のお義母さんと
の日々を綴った介護絵日記です。お義母さんの病が進行していく中で、真亜子
さんが日々感じていた事や工夫してきた事が、ほのぼのとした絵と素直な文章で
描かれています。介護は大変なはずなのに、真亜子さん自身が幸せを感じなが
ら行っているのがとても印象的です。公的な介護サービスの利用法や特別介護
老人ホームの様子もよくわかります。これから介護を始める人や、介護に不安を
感じている人に勇気と安心を与えてくれる１冊です。
　南図書館では、この本を館内で
いつでも閲覧できるようにしていま
す。ぜひご利用ください。

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

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

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。

☆賛助会員とは？☆

平成３０年度　賛助会費実績報告5,332,100円 個人４,３２１件 法人・団体４０５件

※詳細は回覧チラシをご覧ください。

会費（年額）　▶　　個人 ：１口  ８００円 法人・団体：１口　3,000円
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