
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！……………P.2
あいあいまいまいのオリジナルクリアファイル完成！！／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…………………P.3
どんな福祉の困りごとも受け止める仕組みを検討しています！……P.3
推進協通信Vol.17（呼続学区イベント紹介）／ボランティア通信 ………P.4

「第４次南区地域福祉活動計画」現在推進中………… P.5
さわやかウォークに『ここバリ部会』のマルシェが登場！／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／令和元年度 賛助会員加入報告 …… P.7
「サロン情報誌」刷新しました！！………………………… P.7
事務局だより／善意箱 ………………………………… P.8

今
号
の
内
容

書道の部ポスターの部

南　区　長　賞

ポ
ス
タ
ー
の
部

書
道
の
部

第71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

久保田　裕理（呼続小１年）
井藤　悠志郎（千鳥小２年）
森　　翔大（菊住小３年）
寺田　彩月（笠東小４年）
小川　恵生（菊住小５年）
廣村　和奏（星崎小６年）
岡田　有紗（桜田中１年）
砂田　悠稀（明豊中２年）
梅谷　沙也香（桜田中３年）

濱口　　結（星崎小３年）
山口　結愛（呼続小４年）
伊藤　光理（宝南小５年）
齋藤　琴羽（豊田小６年）
平野　心暉（新郊中１年）
加藤　　悠（南光中２年）
菊川　実来（大江中３年）

本年度も区内の小中学生の皆さんから、書道789点、ポスター198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！

書道の部ポスターの部
髙間　璃莉（笠東小１年）
渡邉　郁仁（豊田小２年）
岡田　純一郎（春日野小３年）
近藤　芽生（春日野小４年）
大坪　優月（大磯小５年）
山内　沙也花（春日野小６年）
水谷　大介（本城中１年）
岩佐　香恋（本城中２年）
碇野　　麟（南光中３年）

柴田　結心（千鳥小３年）
安藤　柑南（道徳小４年）
西川　ひな（笠東小５年）
森　　一紗（道徳小６年）
蟹江　楓奈（本城中１年）
野崎　向日葵（明豊中２年）
川合　未悠（明豊中３年）

南区共同募金委員会会長賞（敬称略）（敬称略）

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。

令和元年度 赤い羽根共同募金実績報告（令和2年1月10日現在）
赤い羽根共同募金      11,464,106円
歳末たすけあい募金        414,325円

尾崎　文香
（春日野小１年）

審査員
特別賞
審査員
特別賞

金子　芽生
（本城中２年）

中根　美翔
（桜田中３年）

丹羽　恵里衣
（明豊中３年）

植松　千裕
（桜田中１年）

大坪　聖果
（新郊中２年）

籠田　文寧
（桜小６年）

副　七彩
（本城中2年）

大坪　優月
（大磯小５年）

安藤　百音
（千鳥小６年）

澤田　明維乃
（菊住小４年）

岡本　飛優
（千鳥小５年）

木村　美桜
（白水小３年）

大谷　遙花
（菊住小５年）

金賞金賞

愛 知 県 共 同 募 金 会 （敬称略）

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2年2月

Vol.78
　　　　　社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会
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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）



　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589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。

〒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

▲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！

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！

▲作品展の様子

赤い羽根共同募金

　先月号でも予告させていただいた、南区社会福祉協
議会のキャラクター「あいあいまいまい」のオリジナル
クリアファイルが完成しました！ご購入いただくと、その
お金が全額赤い羽根共同募金への寄付になります。
　デザインは２種類ありますのでお好きなデザインを
選んで、自分用に、お孫様用に、ご友人用に、などなどぜ
ひ使っていただけると嬉しいです！
　１枚１００円で、社会福祉協議会にて常時販売していま
す。かわいいクリアファイルを購入して、ぜひ募金にも
ご協力ください☆

あいあいまいまいの
オリジナルクリアファイル完成！！

あいあいまいまいの
オリジナルクリアファイル完成！！

あいあいまいまいの
オリジナルクリアファイル完成！！

11月3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9日（土）
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10日（日）
区民まつり（大磯小学校）
協力者／大磯フットボールクラブ

12月8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

11月24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

ここバリ作品展ここバリ作品展

いっぱい
使ってくれると
うれしいアイ★

2



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

どんな福祉の困りごとも受け止める仕組みを検討しています！どんな福祉の困りごとも受け止める仕組みを検討しています！
　みなさんは「８０５０問題」という言葉を聞いたことがありますか？８０代の親が５０代の子の生活を支える状況を表した
言葉です。子の引きこもりが長期化し、親に介護が必要になったときに生活が立ち行かなくなり、社会的な孤立や経済
的な困窮に陥るという問題が生まれます。
　このように最近では、福祉の困りごとは多様化・複雑化し、従来の制度や１つの相談窓口だけでは解決できない問題
が増えてきました。

　そんな中、本会では今年度から、上記のような制度の狭間や複合的な福祉の問題を把握し、ワンストップで受け止
め、支援につなげていく体制を作るための調査・検証を行っています。本紙でも逐一、状況をお伝えしていきます。

他にも・・・ 〇子育てと親の介護に同時に直面する（ダブルケア）
〇年齢要件等で必要なサービスが使えない
　（介護が必要だが64歳以下等）
〇障がいの疑いがあるが必要な支援につながっていない
〇外国籍で日本語が話せず孤立してしまう

など、様々な場合が想定されます

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。

毎週月曜 毎週火曜 毎週水曜 毎週木曜

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

はつらつクラブ「おためし体験会」開催します！

子育てサロンとの異世代交流会

市内在住65歳以上の方対 象

2月２８日（金）までに来所またはお電話ください申込期間
無料（材料費一部負担あり）参 加 費

1会場あたり24名(ただし、交流センター道徳は22名)参加人数
4～9月参加期間市内在住の65歳以上の方参加対象

2月21日(金)午後１時30分～３時日 時
大地の丘笠寺 地域交流スペース（松城町3丁目34-1）場 所
転ばない為の歩き方講座と足指体操（足指筋力測定も行います）内 容
中野　義三 氏（整体中野義三）講 師
2月１４日（金）までにお電話にて申込みください期 限 30年度の体験会の様子

大生
ふれあい
センター

伝馬
コミュニティ
センター

星崎
コミュニティ
センター

善常会
リハビリテーション

病院

午前
（10時～12時）

交流
センター
道徳

菊住
コミュニティ
センター

白水
コミュニティ
センター

呼続
コミュニティ
センター

午後
（１時30分～３時30分）

※申し込み多数の場合は抽選
　３月６日(金)午前10時～南区役所庁舎5階研修室にて公開抽選会を行います

参加者と同時に、参加者さんの話し相手など、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☆

ボッチャ体験

みなさん自身や周りで「困っているけどどこに相談していいかわからない」
「ご近所で心配な方がいる」といったことがありましたら、お気軽にご相談ください！
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南区社協シンボルキャラクタ
ー

まいまい　あいあい 社会福祉法人　名古屋市南区社
会福祉協議会

SEPTEMBER 2019

みなみ
ひまわりプラン4

第４次南区地域福祉活動計画

つながりたい つたえたい
　　つづけたい 確かな情報

絆づくり
南区の自慢、宝を見つける

基本計画
南区のコラム付き！
意外と知らない！？

平成20年生まれの南区社
協

シンボルキャラクター。たま
に

南区社協のブログに登
場。

「Miooに追いつけ! (知名度
)」

という職員の願いをよそに本
人

たちはのんびりキャラクタ
ー

全開。グッズは大人気販売中
!!

あったかいまち南区のみなさんで
す！

　ボランティアさん作成の「あいあ
いまいまい」人形と南区の花である

ひまわりの

クラフトを持って写っていただきまし
た！お知り合いの方を探してみてくだ

さいね！！

発　行
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（0
52）823-2688

Eメール minamiVC@nagoya-shakyo.or
.jp

ホームページ http://www.min
amiku.net/shakyo

一人ひと
りが尊重

され、

必要とされ
る

南区の実現
に向けて

表紙
あいあいまいまい

住民が安心して暮らせる福祉のまちづくりを目的に、学区区政協力委員
（町内会長）、民生委員児童委員、その他各種団体が協力して、小学校区を単位に設立されている団体。
地域福祉推進協議会（推進協）とは？

推進協通信Vo
l.17 ～呼続学区イベント紹介～

ぼらカフェ1日限定OPEN
新年度から新しいこと始めませんか？新年度から新しいこと始めませんか？

このコーナーでは、各学区の推進協事業をご紹介します。今回は、呼続学区での推進協の取り組みをご紹介します！

　３月８日（土）午前10：00～12：00にボランティア交流会（ぼらカフェ）を開催します。
　新たにボランティアを始めようと思っている方、ボランティア経験はあるが新たな
活躍の場を探したいと思っている方。サロン・喫茶店に寄るような感覚で気軽にお越
しください。
　ボランティアグループの紹介の後、コーヒーを飲みながらゆっくりとお話ししましょ
う。もちろん、ボランティア担当やベテランボランティアさんにじっくり相談していた
だくことも可能です。

　独居高齢者を対象に行われた
給食会に約６０名の方が参加
され、女性会の舞踊・呼続太鼓の
演奏・歌を楽しんでいました。
　呼続太鼓の小中学生も一緒に
会話を楽しみながら手作りカレー
を食べました。

　呼続学区ではほかにもたくさんのサロンがあり、地域の方の居場所になっています。ご質問等は社会
福祉協議会までお問合せください♪

☆給食会☆

呼続学区で行われた給食会の様子と今年度開設されたサロンについて紹介します。

　昨年７月からサロンとしてス
タートしました。長く健康で過ごせ
ることを目指し、毎
週30名近くの方
が参加され健康体
操やおしゃべりを
楽しんでいます。

☆スマイルはつらつサロン☆

　昨年8月からサロンとしてス
タートしました。熊野三社の社務
所を利用し体操や将棋、囲碁を楽
しんでいます。

☆サロン・ド・熊野☆

参加費無料、先着３０名。申込みは電話か窓口で。
南区社会福祉協議会　電話：823-２035申込先

ボランティア通信
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　「絆づくり」をテーマにしたBグループでは、声かけや見守りなどちょっとしたボラン
ティアを進める『「ちょボラ」の推進』と、どんな方でも地域に参加していただけることを
目指した『行ってみようプロジェクト』の２本の柱で進めています。

■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、関係行政機関などとともに策定する行動計画です。

　11月3日（日）に大江川緑地で障害者と区民のつどい“さわやかウォーク”が開催
されました。その中のふれあいコーナーの一角に、ここバリ部会のテントが登場！
　当日は天候にも恵まれ、約1,500人の方々が来場される中、ここバリのテントに
も多くの方々が来所され、盛況でした。
　これからも“ここバリすぽっと”のPRや、“ゆる～い”異業種交流を目指し、イベント
等での開催を企画していく予定ですので、ここバリすぽっと登録済みの皆様はもち
ろん、興味のある皆様はぜひ登録してのご参加をお待ちしています。

☆「ここバリすぽっと」の拡充をめざして～新しく登録いただいたすぽっとの紹介～
悠々ハウス呼続  戸部下1丁目3－18　ニューユウチク1階
2019年9月よりオープンした半日型デイサービスです。整体・ストレッチなど
運動器具をそろえた特化型デイ。地域に密着したデイサービスを目指してい
ます。トイレお貸しします。道案内もしますので気軽にお声掛けください。悠々
ハウス笠寺・道徳店と姉妹店です。

ここバリ通信ここバリ通信 「ここバリすぽっと」拡充を目指して
～新しく登録いただいたすぽっとの紹介～

このステッカーが目印！

“地域にやさしい場所”であれば、自薦他薦は問いません。「こんな場所があるよ」
「うちはこんなことを心がけているよ」などありましたらお申し込みください。

申込先： 南区社会福祉協議会
電話：052－823－2035 Fax：052－823－2688

Vol.23

☆「ここバリすぽっと」登録店 随時募集中！！(登録店136ヶ所、令和元年11末現在)☆「ここバリすぽっと」登録店 随時募集中！！(登録店136ヶ所、令和元年11末現在)

A、B、Cグループに分かれて推進中の活動計画それぞれの
グループの活動状況を紹介します。

「第４次南区地域福祉活動計画」現在推進中「第４次南区地域福祉活動計画」現在推進中

　１１月３日さわやかウォーク
にブースを出展しました。ぬり
えやボランティアクイズ、声か
けの紙芝居上演など盛りだく
さん。子どもから大人までた
くさんの方が参加され盛況で
した。

さわやかウォークに『ここバリ部会』のマルシェが登場！
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いまいまい」人形と南区の花である

ひまわりの

クラフトを持って写っていただきまし
た！お知り合いの方を探してみてくだ

さいね！！

発　行
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（0
52）823-2688

Eメール minamiVC@nagoya-shakyo.or
.jp

ホームページ http://www.min
amiku.net/shakyo

一人ひと
りが尊重

され、

必要とされ
る

南区の実現
に向けて

表紙
あいあいまいまい

『ちょボラの推進』
　委員のみなさんと菊住ふれあいサ
ロンに見学に行ってきました。
　サロンの雰囲気を感じ、話し合いの
中で障がい者だけでなく男性や子育
て世代など地域となかなか関われな
いとの課題も再認識できました。今後
のプロジェクトに活かしていきます。

『行ってみようプロジェクト』

みなみひまわりプラン４

今回はＢグループ
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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

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!!

　雨の気配がすると頭痛を感じる、梅雨など雨が続くと古傷が痛むなど、天気・気圧・
湿度の変化により不調を感じませんか？思い当たる方は『気象病』かもしれません。

　『気象病』の主な原因は内耳(ないじ)という器官が気圧の影響を受けることに関係しています。
この内耳が気圧の変化に敏感な方は、内耳から脳に伝達されたわずかな変化、過剰な情報が伝わ
り、頭痛・めまい・ぜんそく・関節痛・神経痛・鬱(うつ)など、さまざまな体調不良が起こります。

　近年、異常気象現象が多くなり、『気象病』の患者数も増えて
います。
　下記の項目をチェックしてみてくださいね。
　チェックが多い方は『気象病』になりやすい方ですので注意
が必要です。

※佐藤 純著『なんだか調子が悪いのは「天気痛」かもしれません』株式会社PHP
研究所より一部抜粋

『気象病』をご存じですか？

はいかい高齢者捜索システム事業

『気象病』をご存じですか？

はいかい高齢者捜索システム事業

『気象病』をご存じですか？

□ 天候や季節の変わり目に体調が悪くなる。
□ 乗り物酔いしやすい。
□ 大きなケガをした箇所がときどき痛む。
□ 片頭痛持ちである。
□ ストレスを感じやすい。
□ 天候が悪いと気分が沈む。
□ 新幹線や飛行機に乗ると耳が痛くなる。
□ 姿勢が前かがみになりがちである。
□ 几帳面な性格である。

　ご家族が認知症で、外出して行方が分からなくなることが多くてとても困る、、、。
　名古屋市では、そのような方のために「はいかい高齢者捜索システム事業」をスタート
しました。認知症の人が行方不明となった場合に、認知症の人を捜索する親族等が早期
にその位置情報を把握することができるよう、名古屋市に登録した事業者のGPS機器
の利用費の一部を助成する事業です。
　詳しくはお住まいの地域を担当するいきいき支援センターにお問い合わせください。

はいかい高齢者捜索システム事業

●耳のマッサージ
両耳をつまんで上下・左右
にひっぱったり、まわして
マッサージしましょう。朝・
昼・晩、毎日行うことで内耳
の血流が良くなり、予防に
つながります。

●薬
血流を改善する薬や、漢方薬などで改善するこ
ともあります。まずはかかりつけの医師や薬剤
師に相談してみましょう。

　を心掛け自律神経のバランスを整える生活を
心がけましょう。

引用：DRUGユタカ　ホームページ

症状を和らげるにはどうしたらいいの？

毎日の生活で気を付けたいことは？

o適度な運動。
o十分な睡眠、なるべく同じ時刻に起床する。
oバランスのよい食事。

気象病の
原因は？

元気のわ！！元気のわ！！

6



　平子幼児園は、0歳児から5歳児まで定員
60名の認可保育所で、南区平子二丁目にて、
平成31年4月1日に開園しました。自宅のよ
うな和やかな建物で、園児と保護者が保育士
や施設の職員と気軽にコミュニケーションが
とれるアットホームな施設です。
　〈心身ともに豊かな子〉〈思いやりのある子〉
〈元気に遊べる子〉〈自分で考えて行動できる

子〉を保育目標とし、落ち着いた雰囲気の中で健康や安全など、生活に必要な基本的な習慣、態度を身につけます。
　友達と一緒に遊ぶ中で、協力、共同の楽しさを体感し、優しさと思いやりのある豊かな人間性を育みます。様々な主体
的活動から得られる達成感等により、自己肯定感および友達など他者との信頼関係を深めていきます。
　七夕夏まつり、お泊り保育（5歳児）、運動会、クリスマス会、節分など、楽しい季節の行事がいっぱいあります。毎月
のお誕生会では全園児で食卓を囲み、誕生児をお祝いします。
　また、令和元年10月には平子幼児園から10ｍ先に地域子育て支援拠点ぷるぷを開設しました。両施設で連携し
て未就園児のお子さんを対
象にした楽しい行事やイベ
ントを予定しています。子育
てのヒントを見つけたり、育
児相談もお気軽にどうぞ。
是非遊びにきてくださいね。

社会福祉法人みなみ福祉会 平子幼児園社会福祉法人みなみ福祉会 平子幼児園

担当▶荒井　住所：南区平子2－17－9　TEL：811－9886連　絡　先

● 令和元年度　賛助会員加入報告 ●● 令和元年度　賛助会員加入報告 ●

4,219件　3,551,700円

　333件　1,574,663円

計  5,126,363円
（令和元年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。

法人・団体

個　　人

　高齢者が参加される「高齢者サロン」、年齢を問わずどなたでも参加できる
「共生型サロン」をご紹介しております。住みなれた地域で活き活きと楽しく
過ごしていただく為の「たまり場」「集いの場」としてサロンを活用して下さる
と嬉しいです。「サロン」を通して、居場所作りや仲間作り、そしてちょこっと社
会参加活動もしてみませんか？
　また、サロン運営（プログラムなど）、サロンの開設などについてお困りの
方は、ご気軽にご相談くださいね。

ピンク色のかわいい表紙・・・「サロン情報誌」刷新しました！！

お待ちしております
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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。

本広報紙「ふれあいみなみ」への広告
掲載を希望していただける事業者
さんを募集しています！

●広告の大きさは、１枠 縦６ｃｍ×横８ｃｍです。
（左の広告募集の大きさになります）
１枠１回５,０００円、本会会員は２０％割引します。
●ご興味のある方は、
担当：櫛田（052-823-2035）まで
お問い合わせください。お待ちしています。

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。

総 額 108,110円 （令和元年８月１日～令和元年１２月３１日）
●名古屋ヤクルト販売（株）　●南パズルの会
●南区防犯協会　●嵐会嵐千代葉
●宝南学区女性会・宝南学区地域福祉推進協議会
●匿名３件（敬称略、順不同）

広告
募集

宝南学区女性会・宝南学区地域福祉推進協議会
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

南図書館によるブックレビュー

住 所 : 南区千竈通2丁目10－2   電話番号 : 052－821－1732南 図 書 館

　高齢のご家族のためにアルバム自分史を作ってみませんか？「アル
バム自分史」とは、写真と短いコメントだけでできる、アルバム形式の
自分史のことです。著者の研究によれば、認知症予防や症状の緩和に
とても効果があるとのこと。この本は、市販の材料とスマートフォンを
使い、簡単にアルバム自分史を作る方法とその活用術を紹介していま
す。また、認知症の人と施設職員が、一緒にアルバム自分史を作ると
きの注意すべきポイントも丁寧に説明されています。この取り組みは
施設職員が認知症のご本人を知る貴重な機会にもなります。まずは
最初の1ページをご本人の昔話を聴きながら作ってみましょう。

認知症の人と一緒に作るアルバム自分史
北林陽児・山本由子／著　翔泳社　ISBN：978-4-7981-6281-2
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