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＝この広報誌は、共同募金配分金と賛助会費を財源に作成しました＝
※Welなかがわ（年4回）の定期購読や音訳版・点訳版をご希望の方は本会までご連絡ください。 「Welなかがわ」は、再生紙を使用しています。
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寄付金は中川区の福祉の推進に有効に活用させて
いただきます。ありがとうございました。

●中川区地域女性団体連絡協議会 様
●奥村　満麿 様
●中島・西中島
　ソフトボール同好会 様
●その他　匿名
お祝いごとや香典返しにかえての寄付を受け付けております。
香典返しについては、あいさつ状をご用意いたします。

（順不同）

第22回

 今号の
内容 今号の
内容

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

　地域の情報番組をやっていますと地域のニュース、イベントの情報がたくさん
入ってきます。
いつも驚かされるのは、地域の皆さんのエネルギーです。
　わたしのモットーは、出逢い　ふれあい　人間コンサート。地域の助け合い、支
えあいもまた、出逢い、ふれあいから生まれます。皆が協力し合ってこそ、住みや
すい地域を奏でていくのではないでしょうか？

出逢い　ふれあい　人間コンサート
「～進めていきたい。地域の支えあい～」

■往復はがきの記入方法

講師プロフィール

入場無料 申込制
手話通訳あり

昭和11年2月13日　名古屋市生まれ。
　NHK名古屋放送劇団を振り出しに、文学座研究生、大島　渚氏主宰の「創造
社」、「山本安英の会」などを経て、現在テレビ、ラジオ、舞台で活躍中。東海テレビ
の「さん！さん！モーニング」、「天ちんの土曜サロン」、東海ラジオの「アマチンの
ラジオにおまかせ」など、“アマチン”の愛称で大活躍。昭和56年、財団法人「愛知
難病救済基金」を設立、平成6年、同理事長として地域社会に貢献をしている。
　また、地元の舞台活動が大きく評価され、平成18年度の文部科学大臣賞を
はじめ、数々の賞を受賞している。
　趣味は風呂。風呂とくれば銭湯だろうが露天だろうがサウナだろうが温泉だろう
がすぐに入る。果ては掘ることまで夢見ている。掘り当てたら民宿をやりたいと
いまだに思っている。

前号『Welなかがわ４０号』の「福祉活動助成事業ありがとうメッセージ」で
ご紹介しました子育てサークルのお名前は、子育てサークル“ポップコーン”
さんの誤りでした。ここに深くお詫び申し上げます。

主な活動内容は、模擬店やバザーなどのお手伝いや会場の清掃、後片付けなど
です。イベント好きな人や中高生、ボランティアに興味のある方、みなさん
大歓迎！やってみたいという方は、中川区社協（電話:３５２－８２５７）まで
ぜひご連絡ください。

・あおなみ線「荒子」より南へ徒歩1分
・地下鉄東山線「高畑」4番出口より東へ徒歩10分
・市バス金山22号系統、高畑18号系統、中川巡回系統
 「荒子駅」下車、徒歩1分
・市バス金山21号系統「荒子観音」下車、徒歩3分

会場ご案内図
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当日は公共交通機関をご利用ください。

平成22年度 福祉講演会平成22年度 福祉講演会

（往信オモテ）

454-0875

（返信ウラ） （返信オモテ） （往信ウラ）
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※抽選結果を印刷
しますので、何も
書かないで下さい。

申込者の
①氏名
②住所
③電話番号
※２名申し込む場合

④同伴者氏名

申込者
郵便番号

白紙

※ご記入いただいた個人情報は、福祉講演会にかかる事業内容の範囲で利用させていただきます。
※この講演会は、区民の皆さまにご協力いただきました賛助会費を財源に開催します。

往信 返信

講　　師

日　　時

会　　場

定　　員

天野　鎮雄さん（俳優）
平成２２年11月１9日(金）
開場:13時00分　開演:13時30分

中川文化小劇場（中川区吉良町178‒3）
４５０名

と　き　平成22年10月17日(日)10時～15時
ところ　中川区役所 駐車場(小雨決行、荒天時中止）
と　き　平成22年10月17日(日)10時～15時
ところ　中川区役所 駐車場(小雨決行、荒天時中止）

ボランティアでふれあい広場を盛り上げよう！
～イベントのお手伝いをしてくれるボランティア大募集～

入場
無料

やき
そば

中川区の障がい者福祉施設や団体、ボランティアグループが実行委員となって､
「第２２回中川区障がい者と区民のふれあい広場」を開催します。
ご家族やお友だちを誘って、ぜひ遊びに来てください。

中川区の障がい者福祉施設や団体、ボランティアグループが実行委員となって､
「第２２回中川区障がい者と区民のふれあい広場」を開催します。
ご家族やお友だちを誘って、ぜひ遊びに来てください。

●ステージ：障がい者団体が共演する☆ふれあい大合唱、
　　　　　　ゲストステージ(侍 前田利家ONDO･舞人、Better Days）
●模擬店：焼きそば、フランクフルト、ジュースなど
●バザー：障がい者の手づくり品、日用雑貨など
●福祉体験スタンプラリー：手話・点字・メロディベル体験
●遊びの広場：ゲーム、伝承遊び
●共同募金コーナー

全部見て
　回ろう！

 景品が当た
る

ビンゴ大会
もあるよ

申込方法 往復はがき１枚で２名まで申し込み可。
往信用に申込者の①住所②氏名③電話番号④同伴者名(④は２名申し込む場合のみ
記入)を、また返信用に申込者の①郵便番号②住所③氏名をご記入のうえ、中川区
社会福祉協議会「福祉講演会」係までお申し込みください｡

申込期限 平成22年11月１日(月）必着
※申込者多数の場合は、抽選となります。
　抽選結果は11月８日(月）までに、はがきの発送をもってお知らせいたします。
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障がい者と区民のふれあい広場 …… 1・2
第２次地域福祉活動計画ニュース…… 2～4
在宅サービスセンター貸出開始 ………… 4
家具転倒防止耐震留具取付サービス …… 5

まい

社協だより

8
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ウェル WelはWelfare（ウェルフェアー）＝幸福、福祉という意味の英語からとりました。

社会福祉法人名古屋市中川区社会福祉協議会

発行／2010.9

第 号41
編集・発行

中川区障がい者と
　　区民のふれあい広場
中川区障がい者と
　　区民のふれあい広場



　地域包括支援センターでは、日ごろ認知症高齢者を介護している方を対象に、認知症の理解や介護負担の
軽減を図るための家族教室参加者を募集します。
　介護について一人で悩まないで、交流会などに参加しながら日頃の介護の悩みや不安をお話してみませんか｡

　前号で開催を予告した「第２回地域交流作品展」が、特別養護老人ホーム
松寿苑で開催されました。
　松寿苑の利用者さんや、前回もご協力いただいた小さな美術館かじたから
梶田三雄館長、梶田弘子さん、横地勝利さんに加え、ご近所の打出保育園の
園児さん、障がい者更生施設小本育成苑の利用者さん、本会事業高齢者はつらつ
長寿推進事業参加者など、幅広く声かけをして多く
の住民の方に出展していただき、また、多くの方に
ご来場いただきました。「なかなか行く機会のない
施設に入ることが出来て良かった」「素晴らしい
作品が色々あり、自分も頑張ろうと励みになる」など
の感想をいただきました｡
　今後も、引き続き作品の「受入施設｣と｢出展者」
を募集します。ご興味のある方は、お気軽に本会ま
でご相談ください。

西部地域包括支援
センターでは、
毎週火曜日に富田
支所で高齢者福祉
に関する出張なん
でも相談を始めま
した。

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住みなれた地域で安心して暮らせるよう保健・福祉・医療などさまざまな
面から高齢者を支える「高齢者福祉なんでも相談所」として区内２か所に設置されています。

地域包括支援センターからのお知らせ

Ⅰ　認知症高齢者を介護する家族を対象とした事業のお知らせ

Ⅱ　西部地域包括支援センター出張相談　始めました

家族教室1 2 3

　介護している家族の方が認知症の
基礎知識や接し方について医師や
介護経験者等から学ぶ教室です。

　月に１回、物忘れ相談医が認知症の
症状や対応方法など、ご不安なことの
相談に応じ、不安の解消や早期発見、
早期治療に向けたアドバイスを行います｡

野田、荒子、正色、五反田、戸田、春田、豊治、長須賀､
西前田、万場、千音寺、赤星、明正学区にお住まいの方

広見、露橋、八熊、八幡、愛知、常磐、篠原、昭和橋､
玉川、中島、西中島学区にお住まいの方

お問合せ・申込み

  タイトル 西　部 東　部
 ようこそ家族教室へ 10/22(金） 10/15(金）
 認知症を正しく理解しよう 11/19(金） 11/19(金）
 サービスについて知ろう 12/24(金） 12/17(金）
 関わりについて学ぼう 　1/28(金） 　1/21(金）
 介護体験を聞こう 　2/24(木） 　2/18(金）
 今後の仲間づくり 　3/25(金） 　3/18(金）

 西部 東部
 10/21(木） 10/　7(木）
 11/12(金） 11/18(木）
 12/10(金） 12/10(金）
　1/20(木） 　1/20(木）
　2/18(金） 　2/17(木）
　3/10(木） 　3/17(木）

西部地域包括支援センター
電話 ３５２－８２５８

東部地域包括支援センター
電話 ３５４－８３４３

内　　容 健康に不安をお持ちの方、介護が必要でお悩みの方、また、介護で
 お悩みのご家族などに保健師等が相談に応じます。相談無料。
開催日時 毎週火曜日（祝日･年末年始を除く）10：00～16：00
開催場所 富田支所　２階
対　　象 中川区西部(下記13学区)にお住まいの方が対象となります。

家族サロン（憩いの場）

認知症について学びます認知症について学びます ～早期発見・早期治療が大切です～～早期発見・早期治療が大切です～ ひとりじゃない
～みんなでお話しませんか～

ひとりじゃない
～みんなでお話しませんか～

　月に1回、認知症の方を介護している
家族の方どうし、同じ思いを持った参加
者が介護の工夫や自由な交流を図って
います。

対　象 認知症高齢者(65歳以上)
 を介護するご家族
開催時間 13:30～15:30
会　場 西部:富田支所
 東部:東部地域包括支援センター

参加方法 事前予約が必要です｡
　 (お１人約30分､毎回3人程度）
開催時間 13:30～
 下記までお問い合わせください。
会　場 西部:富田支所
 東部:東部地域包括支援センター

対　象　認知症の方と関わっている方
  (介護の有無は問いません）
開催時間 13:30～
会　場 西部:在宅サービスセンター
 東部:東部地域包括支援センター

 西部 東部
 10/27(水） 10/　7(木）
 11/24(水） 11/18(木）
 12/22(水） 12/10(金）
　1/26(水） 　1/20(木）
　2/23(水） 　2/10(木）
　3/23(水） 　3/17(木）

※お住まいの学区により、担当する地域包括支援センターが決まっています。

医師（物忘れ相談医）による
専門相談

基本計画1　福祉施設を活用したたまり場づくり

　活動では、高齢者施設･障がい者施設･児童施設など
で、それぞれの利用者さんや仲間の方とふれあったり､
作業をしたり、お世話をしたりと様々な体験をしま
した。ボランティア体験は初めてという方も多く、
初日は緊張して戸惑っていた学生さんも、日が経つに
つれ積極的に声をかける姿が見られ、また「家の近く
にこういう施設があることも知らなかった」「色々な
体験ができて楽しい」など、それぞれに気付いた
こと、感じたことがあったようです。
　この貴重な体験を、今後に活かしてもらえればと
願っています。

　夏休みに区内在住･在学の中高生を対象とした、
社会福祉施設でのボランティア体験事業「サマー
ボランティアスクール」は、今年で21回目を数え
ますが、200名以上の方にご参加いただきました｡

区内の多くの施設が、地元の学生さんの将来に役立てればと、日々の業務がお忙しい中、ボランティアの受入に
賛同をしてくださいました。ありがとうございました。

《サマーボランティア受入賛同施設》（敬称略・順不同）
フラワー園　松寿苑　高杉共愛の里　共愛の里　第２共愛の里　オーネスト戸田川　有楽苑　松和苑　ラ･ファミリア　みず里
ラベンダー　小本育成苑　つゆはし作業所　昭和橋作業所　富田作業所　なかよしハウス　さくらんぼ　めいせいひまわりの家
デイサービスセンターなかよし　喫茶なかよし　めいせい元気ハウス　めいせい作業所　中川児童館　豊成保育園　松操保育園
篠原保育園　十番保育園　たかばた保育園　打出保育園　中島保育園　畑田保育園　和光保育園　東起保育園　正色第一保育園
正色第二保育園　みかづき保育園　富田第一保育園　富田第二保育園　富田第三保育園

サマーボランティアスクールを
開催しました

作品展示を通した交流作品展示を通した交流

基本計画6　福祉体験の学習機会の拡大
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地域のお祭りや

イベントなどに

ご活用ください！

支出
単位：千円

中川区社会福祉協議会 平成21年度 収支決算 総合計 ￥234,139,472円

※人件費には、
助成金収入を
あてています。

人件費 40,175
17.1％

その他の事業費 1,588  0.7％

在宅サービス
センター
86,120
36.8％

西部地域
包括支援センター
運営費
28,475
12.2％

地域福祉推進事業
14,655  6.2％
ボランティア活動
推進事業
240  0.1％

高齢者福祉事業
6,340
2.7％児童福祉事業 1,340  0.6％

障がい者(児)福祉事業 2,076  0.9％

低所得者福祉事業 2,885  1.2％
広報・啓発事業 2,120  0.9％

次年度賛助会費事業積立
13,495  5.8％

次年度繰越金 16,665  7.1％

地域福祉基金積立
1,193  0.5％

事務費
16,772  7.2％

会費収入 14,113  6.0％
寄付金収入 566  0.2％
経営経費補助金収入
4,003  1.7％

助成金収入
45,370
19.4％
受託金収入
17,213
7.4％

貸付事業収入
104
0.1％
共同募金
配分金収入
8,663  3.7％

利息・雑収入
3,259  1.4％

介護保険収入
28,185
12.0％

施設整備等
補助金収入
85,769
36.6％

前年度募集
賛助会費
14,446
6.2％

前年度繰越金 12,448  5.3％

平成22年10月１日～12月31日

13,010,000円 一般募金 12,642,000円
歳末募金 368,000円障がい者と区民のふれあい広場の開催障がい者と区民のふれあい広場の開催

共同募金は１０月１日から１２月３１日まで全国一斉に行われる募金活動で、住民の皆さま方の自発的な
たすけあいの精神に支えられた民間の福祉活動を支援するための募金です。

硬貨の投入口の上に「10円」と「100円」の２種類
の募金ボタンがあります。ジュースを買った後、押し
た回数分の金額が募金となり、それを差し引いた
額が釣り銭として戻ります。ジュースを買うだけでも
金額の一部が募金になりますので、手軽に募金が
できます。

共同募金は、翌年度の使いみちの計画を立て、目標額を定めて運動を行っています。

こんなことに使われています!

♪水ヨーヨー風船 貸し出してます♪♪水ヨーヨー風船 貸し出してます♪

●ボランティア活動の支援　●地域福祉推進協議会の支援
●子ども会活動や老人クラブ活動への助成　など

インターネットで共同募金の使いみちを見ることができます

近身 にできる共同募金 いろいろな方法で募金ができます！
●ご家庭で募金　●外出先で募金　●企業・職場で募金　●学校で募金　●ネット募金赤い羽根
●Yahoo！ボランティア　●チャリティオークション　●グッズで募金　●遺産の寄付　●セカンドライフで募金 など

12月１日からは、歳末たすけあい募金もあわせて行われます

赤い羽根共同募金が始まりま
す！

期間

在宅サービスセンター内に

　設置しています。
　　ぜひご利用ください！

ご協力をお願いします
ご協力をお願いします

今年度の
目標額

　平成12年６月に、東出町という昔の町名を単位に､「歩いて行ける身近なところで」をモットーに始まり10年
続くこのサロンは、参加者がお互い顔見知りというご近所ならではの心を許している和気あいあいとした雰囲気
が伝わってきます。
　般若心経をみんなで唱和した後、町内外の情報交換をしたり、ストレッチ体操をしたり、お茶やお菓子を囲んで
談笑するのが定例ですが、その他に､頭や身体を刺激するレクリエーションをしたり、保健師やボランティアさんに
タメになるお話や楽しいお話をしてもらうなど色々な企画もしています。
　なお、時代を感じる社務所は冷暖房がなく、先日は扇風機や蚊取り線香が活躍していましたが、8月、12月は
お休みだそうです。

　皆さんは障がいのこと、障がいがある方々のことをどれだけ理解していますか？
近年、障がい者制度の改革が検討されるなど、国民の障がい者に対する関心は高まっているものの、理解という
意味では、まだまだなのではないかという意見が住民の方から出ています。
　このような状況において、本会では、もっと地域住民の方が障がい者のことを理解し、また障がい者が社会参加
しやすい街にしていくために、すでに施設等で実施している障がい者と地域住民の交流行事を活発にしたり、学校
や地域の行事に障がい者との交流の機会を設けてもらえるよう働きかけているところです。
　今回は、障がい者との交流行事の中でも、今年で22回目となる「障がい者と区民のふれあい広場」を紹介します｡
　この事業は、障がい者団体や施設、ボランティア団体が
実行委員となって開催しているお祭りです。障がい者施設に
よる模擬店の出店や授産製品の販売、手話・点字体験、ふれあい
大合唱等を通じて、障がい者と地域住民が顔を合わせお互いを
知り合うきっかけ作りをするものです。まずは、皆さん、気軽に
足を運んでいただければと思います。
　今後も、このような行事をきっかけにお互いの理解が進み、
障がいの分け隔てなくみんなが暮らしやすい街になるよう取り
組んでいきます。

基本計画1　ご近所づきあいを大切にしたたまり場づくり たまり場の設立たまり場の設立

基本計画4　障がい者と交流する機会の拡充 交流行事の活性化交流行事の活性化

東出町お楽しみクラブ“たまり場”東出町お楽しみクラブ“たまり場”

開催日：毎月第2・4月曜日13:00～ 15:00
会　場：神明社社務所・集会所（山王三丁目４）
参加費：１００円／月
対　象：主に高齢者 (東出町住民 )

その5
第2次地域福祉
活動計画ニュース

　５回目となる今回は、「障がい者と区民のふれあい広場」、たまり場
づくりの取り組み、シリーズ化した「ふれあい・いきいきサロン」、
また、区内で活動しているボランティアグループなどの紹介をします。

募金ができる自動販売機『ハートフルベンダー』設置募金ができる自動販売機『ハートフルベンダー』設置

自販機の設置場所を募集していま
す。

お問い合わせは本会まで。

検 索

　コミュニティセンター・団地の集会所・個人宅など身近な地域で、住民･住民団体･ボランティア団体など地域で暮らす方たちが主体と
なって実施する、気軽に集まれるたまり場。参加者みんなで物作り､食事など一緒に行ったり､ただ同じ場所に集まって、好きなことを
自由に楽しんだり､おしゃべりしたり…と何をやってもやらなくても､自由に参加できるのが特徴です。

地域のお祭りや

イベントなどに

ご活用ください！

糸ゴム・パッチン付

※無料開催の場合は、利用料無料

問合せ・申込み
中川区共同募金委員会(中川区社協内)

対　象 中川区内の推進協･団体
期　間 ２週間以内
利用料 水ヨーヨー風船１組に付き20円

赤い羽根データベース　はねっと
または
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

ふれあい・いきいきサロンとは？

中川区内の社会資源「ふれあい･いきいきサロン｣をご紹介します。お近くのサロンに一度足を運んでみてはいかがですか？

収入
単位：千円
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　地域包括支援センターでは、日ごろ認知症高齢者を介護している方を対象に、認知症の理解や介護負担の
軽減を図るための家族教室参加者を募集します。
　介護について一人で悩まないで、交流会などに参加しながら日頃の介護の悩みや不安をお話してみませんか｡

　前号で開催を予告した「第２回地域交流作品展」が、特別養護老人ホーム
松寿苑で開催されました。
　松寿苑の利用者さんや、前回もご協力いただいた小さな美術館かじたから
梶田三雄館長、梶田弘子さん、横地勝利さんに加え、ご近所の打出保育園の
園児さん、障がい者更生施設小本育成苑の利用者さん、本会事業高齢者はつらつ
長寿推進事業参加者など、幅広く声かけをして多く
の住民の方に出展していただき、また、多くの方に
ご来場いただきました。「なかなか行く機会のない
施設に入ることが出来て良かった」「素晴らしい
作品が色々あり、自分も頑張ろうと励みになる」など
の感想をいただきました｡
　今後も、引き続き作品の「受入施設｣と｢出展者」
を募集します。ご興味のある方は、お気軽に本会ま
でご相談ください。

西部地域包括支援
センターでは、
毎週火曜日に富田
支所で高齢者福祉
に関する出張なん
でも相談を始めま
した。

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住みなれた地域で安心して暮らせるよう保健・福祉・医療などさまざまな
面から高齢者を支える「高齢者福祉なんでも相談所」として区内２か所に設置されています。

地域包括支援センターからのお知らせ

Ⅰ　認知症高齢者を介護する家族を対象とした事業のお知らせ

Ⅱ　西部地域包括支援センター出張相談　始めました

家族教室1 2 3

　介護している家族の方が認知症の
基礎知識や接し方について医師や
介護経験者等から学ぶ教室です。

　月に１回、物忘れ相談医が認知症の
症状や対応方法など、ご不安なことの
相談に応じ、不安の解消や早期発見、
早期治療に向けたアドバイスを行います｡

野田、荒子、正色、五反田、戸田、春田、豊治、長須賀､
西前田、万場、千音寺、赤星、明正学区にお住まいの方

広見、露橋、八熊、八幡、愛知、常磐、篠原、昭和橋､
玉川、中島、西中島学区にお住まいの方

お問合せ・申込み

  タイトル 西　部 東　部
 ようこそ家族教室へ 10/22(金） 10/15(金）
 認知症を正しく理解しよう 11/19(金） 11/19(金）
 サービスについて知ろう 12/24(金） 12/17(金）
 関わりについて学ぼう 　1/28(金） 　1/21(金）
 介護体験を聞こう 　2/24(木） 　2/18(金）
 今後の仲間づくり 　3/25(金） 　3/18(金）

 西部 東部
 10/21(木） 10/　7(木）
 11/12(金） 11/18(木）
 12/10(金） 12/10(金）
　1/20(木） 　1/20(木）
　2/18(金） 　2/17(木）
　3/10(木） 　3/17(木）

西部地域包括支援センター
電話 ３５２－８２５８

東部地域包括支援センター
電話 ３５４－８３４３

内　　容 健康に不安をお持ちの方、介護が必要でお悩みの方、また、介護で
 お悩みのご家族などに保健師等が相談に応じます。相談無料。
開催日時 毎週火曜日（祝日･年末年始を除く）10：00～16：00
開催場所 富田支所　２階
対　　象 中川区西部(下記13学区)にお住まいの方が対象となります。

家族サロン（憩いの場）

認知症について学びます認知症について学びます ～早期発見・早期治療が大切です～～早期発見・早期治療が大切です～ ひとりじゃない
～みんなでお話しませんか～

ひとりじゃない
～みんなでお話しませんか～

　月に1回、認知症の方を介護している
家族の方どうし、同じ思いを持った参加
者が介護の工夫や自由な交流を図って
います。

対　象 認知症高齢者(65歳以上)
 を介護するご家族
開催時間 13:30～15:30
会　場 西部:富田支所
 東部:東部地域包括支援センター

参加方法 事前予約が必要です｡
　 (お１人約30分､毎回3人程度）
開催時間 13:30～
 下記までお問い合わせください。
会　場 西部:富田支所
 東部:東部地域包括支援センター

対　象　認知症の方と関わっている方
  (介護の有無は問いません）
開催時間 13:30～
会　場 西部:在宅サービスセンター
 東部:東部地域包括支援センター

 西部 東部
 10/27(水） 10/　7(木）
 11/24(水） 11/18(木）
 12/22(水） 12/10(金）
　1/26(水） 　1/20(木）
　2/23(水） 　2/10(木）
　3/23(水） 　3/17(木）

※お住まいの学区により、担当する地域包括支援センターが決まっています。

医師（物忘れ相談医）による
専門相談

基本計画1　福祉施設を活用したたまり場づくり

　活動では、高齢者施設･障がい者施設･児童施設など
で、それぞれの利用者さんや仲間の方とふれあったり､
作業をしたり、お世話をしたりと様々な体験をしま
した。ボランティア体験は初めてという方も多く、
初日は緊張して戸惑っていた学生さんも、日が経つに
つれ積極的に声をかける姿が見られ、また「家の近く
にこういう施設があることも知らなかった」「色々な
体験ができて楽しい」など、それぞれに気付いた
こと、感じたことがあったようです。
　この貴重な体験を、今後に活かしてもらえればと
願っています。

　夏休みに区内在住･在学の中高生を対象とした、
社会福祉施設でのボランティア体験事業「サマー
ボランティアスクール」は、今年で21回目を数え
ますが、200名以上の方にご参加いただきました｡

区内の多くの施設が、地元の学生さんの将来に役立てればと、日々の業務がお忙しい中、ボランティアの受入に
賛同をしてくださいました。ありがとうございました。

《サマーボランティア受入賛同施設》（敬称略・順不同）
フラワー園　松寿苑　高杉共愛の里　共愛の里　第２共愛の里　オーネスト戸田川　有楽苑　松和苑　ラ･ファミリア　みず里
ラベンダー　小本育成苑　つゆはし作業所　昭和橋作業所　富田作業所　なかよしハウス　さくらんぼ　めいせいひまわりの家
デイサービスセンターなかよし　喫茶なかよし　めいせい元気ハウス　めいせい作業所　中川児童館　豊成保育園　松操保育園
篠原保育園　十番保育園　たかばた保育園　打出保育園　中島保育園　畑田保育園　和光保育園　東起保育園　正色第一保育園
正色第二保育園　みかづき保育園　富田第一保育園　富田第二保育園　富田第三保育園

サマーボランティアスクールを
開催しました

作品展示を通した交流作品展示を通した交流

基本計画6　福祉体験の学習機会の拡大
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地域のお祭りや

イベントなどに

ご活用ください！

支出
単位：千円

中川区社会福祉協議会 平成21年度 収支決算 総合計 ￥234,139,472円

※人件費には、
助成金収入を
あてています。

人件費 40,175
17.1％

その他の事業費 1,588  0.7％

在宅サービス
センター
86,120
36.8％

西部地域
包括支援センター
運営費
28,475
12.2％

地域福祉推進事業
14,655  6.2％
ボランティア活動
推進事業
240  0.1％

高齢者福祉事業
6,340
2.7％児童福祉事業 1,340  0.6％

障がい者(児)福祉事業 2,076  0.9％

低所得者福祉事業 2,885  1.2％
広報・啓発事業 2,120  0.9％

次年度賛助会費事業積立
13,495  5.8％

次年度繰越金 16,665  7.1％

地域福祉基金積立
1,193  0.5％

事務費
16,772  7.2％

会費収入 14,113  6.0％
寄付金収入 566  0.2％
経営経費補助金収入
4,003  1.7％

助成金収入
45,370
19.4％
受託金収入
17,213
7.4％

貸付事業収入
104
0.1％
共同募金
配分金収入
8,663  3.7％

利息・雑収入
3,259  1.4％

介護保険収入
28,185
12.0％

施設整備等
補助金収入
85,769
36.6％

前年度募集
賛助会費
14,446
6.2％

前年度繰越金 12,448  5.3％

平成22年10月１日～12月31日

13,010,000円 一般募金 12,642,000円
歳末募金 368,000円障がい者と区民のふれあい広場の開催障がい者と区民のふれあい広場の開催

共同募金は１０月１日から１２月３１日まで全国一斉に行われる募金活動で、住民の皆さま方の自発的な
たすけあいの精神に支えられた民間の福祉活動を支援するための募金です。

硬貨の投入口の上に「10円」と「100円」の２種類
の募金ボタンがあります。ジュースを買った後、押し
た回数分の金額が募金となり、それを差し引いた
額が釣り銭として戻ります。ジュースを買うだけでも
金額の一部が募金になりますので、手軽に募金が
できます。

共同募金は、翌年度の使いみちの計画を立て、目標額を定めて運動を行っています。

こんなことに使われています!

♪水ヨーヨー風船 貸し出してます♪♪水ヨーヨー風船 貸し出してます♪

●ボランティア活動の支援　●地域福祉推進協議会の支援
●子ども会活動や老人クラブ活動への助成　など

インターネットで共同募金の使いみちを見ることができます

近身 にできる共同募金 いろいろな方法で募金ができます！
●ご家庭で募金　●外出先で募金　●企業・職場で募金　●学校で募金　●ネット募金赤い羽根
●Yahoo！ボランティア　●チャリティオークション　●グッズで募金　●遺産の寄付　●セカンドライフで募金 など

12月１日からは、歳末たすけあい募金もあわせて行われます

赤い羽根共同募金が始まりま
す！

期間

在宅サービスセンター内に

　設置しています。
　　ぜひご利用ください！

ご協力をお願いします
ご協力をお願いします

今年度の
目標額

　平成12年６月に、東出町という昔の町名を単位に､「歩いて行ける身近なところで」をモットーに始まり10年
続くこのサロンは、参加者がお互い顔見知りというご近所ならではの心を許している和気あいあいとした雰囲気
が伝わってきます。
　般若心経をみんなで唱和した後、町内外の情報交換をしたり、ストレッチ体操をしたり、お茶やお菓子を囲んで
談笑するのが定例ですが、その他に､頭や身体を刺激するレクリエーションをしたり、保健師やボランティアさんに
タメになるお話や楽しいお話をしてもらうなど色々な企画もしています。
　なお、時代を感じる社務所は冷暖房がなく、先日は扇風機や蚊取り線香が活躍していましたが、8月、12月は
お休みだそうです。

　皆さんは障がいのこと、障がいがある方々のことをどれだけ理解していますか？
近年、障がい者制度の改革が検討されるなど、国民の障がい者に対する関心は高まっているものの、理解という
意味では、まだまだなのではないかという意見が住民の方から出ています。
　このような状況において、本会では、もっと地域住民の方が障がい者のことを理解し、また障がい者が社会参加
しやすい街にしていくために、すでに施設等で実施している障がい者と地域住民の交流行事を活発にしたり、学校
や地域の行事に障がい者との交流の機会を設けてもらえるよう働きかけているところです。
　今回は、障がい者との交流行事の中でも、今年で22回目となる「障がい者と区民のふれあい広場」を紹介します｡
　この事業は、障がい者団体や施設、ボランティア団体が
実行委員となって開催しているお祭りです。障がい者施設に
よる模擬店の出店や授産製品の販売、手話・点字体験、ふれあい
大合唱等を通じて、障がい者と地域住民が顔を合わせお互いを
知り合うきっかけ作りをするものです。まずは、皆さん、気軽に
足を運んでいただければと思います。
　今後も、このような行事をきっかけにお互いの理解が進み、
障がいの分け隔てなくみんなが暮らしやすい街になるよう取り
組んでいきます。

基本計画1　ご近所づきあいを大切にしたたまり場づくり たまり場の設立たまり場の設立

基本計画4　障がい者と交流する機会の拡充 交流行事の活性化交流行事の活性化

東出町お楽しみクラブ“たまり場”東出町お楽しみクラブ“たまり場”

開催日：毎月第2・4月曜日13:00～ 15:00
会　場：神明社社務所・集会所（山王三丁目４）
参加費：１００円／月
対　象：主に高齢者 (東出町住民 )

その5
第2次地域福祉
活動計画ニュース

　５回目となる今回は、「障がい者と区民のふれあい広場」、たまり場
づくりの取り組み、シリーズ化した「ふれあい・いきいきサロン」、
また、区内で活動しているボランティアグループなどの紹介をします。

募金ができる自動販売機『ハートフルベンダー』設置募金ができる自動販売機『ハートフルベンダー』設置

自販機の設置場所を募集していま
す。

お問い合わせは本会まで。

検 索

　コミュニティセンター・団地の集会所・個人宅など身近な地域で、住民･住民団体･ボランティア団体など地域で暮らす方たちが主体と
なって実施する、気軽に集まれるたまり場。参加者みんなで物作り､食事など一緒に行ったり､ただ同じ場所に集まって、好きなことを
自由に楽しんだり､おしゃべりしたり…と何をやってもやらなくても､自由に参加できるのが特徴です。

地域のお祭りや

イベントなどに

ご活用ください！

糸ゴム・パッチン付

※無料開催の場合は、利用料無料

問合せ・申込み
中川区共同募金委員会(中川区社協内)

対　象 中川区内の推進協･団体
期　間 ２週間以内
利用料 水ヨーヨー風船１組に付き20円

赤い羽根データベース　はねっと
または
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

ふれあい・いきいきサロンとは？

中川区内の社会資源「ふれあい･いきいきサロン｣をご紹介します。お近くのサロンに一度足を運んでみてはいかがですか？

収入
単位：千円
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おもちゃ図書館ってどんなところなの？
ママも初めてなの。岩本さん、教えてください。
心身に障がいがあったり、心身の発達に遅れがあっても楽しくおもちゃで遊べる
場所のことだよ。気に入ったおもちゃがあれば借りて帰って、自宅でゆっくり遊ぶ
こともできるの。
みんなとおもちゃで遊べて、それが気に入れば、おもちゃを借りて持ち帰ることも
できるのね。
ぼくは遊んでもいいのかな？
障がいのある子どもたちのための特別な場所じゃなくて、子どもやお母さん､ボラン
ティアさんたちみんなが一緒に遊ぶことを大切にしているんだよ。だからしょう
ちゃんはもちろんどんな方でもぜひ遊びに来てほしいの。
ボランティアさんは何をしているの？
おもちゃの準備や片付けをしたり､｢手作りおもちゃコーナー」を開催して､来館した
お友だちと遊んだりしているよ。興味がある方はぜひ声をかけてくださいね｡
こんどはお友だちを誘って、おもちゃ図書館へ行こうよ！
そうね。今度はみんなで遊びに行きましょう。ボランティアもお手伝いできる
かも。岩本さんありがとうございました。

★毎月第１土曜日
　(6,11月は休館）
★午後1時30分～4時
★富田北地域センター
　１階会議室
　(中川区吉津四丁目3201） ※国道３０２号線沿い、

　富田北プール西隣

対　象対　象

取り付け
箇所
取り付け
箇所

費　用費　用

申込方法申込方法

中川区社会福祉協議会
ボランティアセンターまで
☎352-8257

しょうちゃん：

しょうちゃん：

しょうちゃん：

しょうちゃん：

まさこさん：

まさこさん：

まさこさん：

岩本さん：

岩本さん：

岩本さん：

ボランテ
ィア

ボランテ
ィア

大大募募集集
！！

安心して安全にボランティア活動するために「ボランティア保険」に加入しましょう！
ボランティア活動中の事故で、自身がケガをしたり、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった
場合などに対する保険です。万一の事故に備えて加入をお勧めします。

ボランティア保険加入のご案内

家具転倒防止耐震留具取付サービス家具転倒防止耐震留具取付サービス

備えあれば憂いなし！
大地震に備えて、家具の転倒防止を！

中川区に在住の下記の世帯かつ前年の所得が200万円以下の方
①65歳以上のひとり暮らし世帯
②65歳以上の方のみの世帯
③65歳以上の方と障がい者の方のみの世帯
④65歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯
⑤障がい者の方のみの世帯

利用申込者の寝室などにある災害時危険だと思われる家具で、
半日程度の作業で取り付け可能なもの。

工事代は無料。ただし、金具などの材料費は申込者負担。
＊この事業は、皆さまにご協力いただいた賛助会費を財源としております。

中川区社会福祉協議会の窓口または電話でお申し込みください。
（ただし、土・日・祝日を除く午前９時～午後５時）
　　 ☎  352 -8257　FAX  352 -3825

大地震が起きたとき、家具の転倒によるケガの防止や逃げ道の確保を
目的に、家具を柱や壁に金具などで固定する事業を実施します。
お気軽に本会までご連絡ください。

注意事項注意事項

☎詳しい保険の内容は愛知県社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。
 http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/somu/hoken.html

遊びに行こう！中川おもちゃ図書館『ときめき』遊びに行こう！中川おもちゃ図書館『ときめき』

おもちゃ図書館『ときめき』おもちゃ図書館『ときめき』

基本計画9　ボランティアの活性化 ボランティア登録者の拡大ボランティア登録者の拡大

研修室などの貸出を行っています。
中川区在宅サービスセンターでは、地域福祉の推進など中川区の
福祉向上に活動する皆さんのために施設の貸出を行っています。

研修室1 研修室2

点訳室

多目的
トイレ

北
出入口

南
出入口

ボランティアルーム

録音室

調理室

利用可能施設：研修室1･2、調理室、ボランティアルーム、点訳室、録音室

施設利用についてのご相談は、中川区社会福祉協議会までお問い合わせください。

中川区在宅サービスセンターの貸出が始まりました！
無料です

・実際の取付作業は、(社)名古屋市シルバー人材センターの会員が行います。
・壁などに穴を開けますので、賃貸住宅の場合、あらかじめ家主の了承を得て
ください。

・壁面の材質上取り付けができない場合があります。また、金属製の家具や
家電製品なども材質上取り付けできません。

・高所での作業など危険を伴うものは作業できない場合があります。
・家具が絶対に倒れないという保証はいたしかねます。
・お申し込みにかかる個人情報は、家具転倒防止耐震留具取付サービスにかか
る業務内容の範囲内で利用させていただきます。

※対象とならない方でも、(社）名古屋市シルバー人材センター南部支部で
　取付をしています(有料)。問い合わせ先の電話番号671-3161(見積もり無料）

おもちゃの貸出の手伝い、
修理などをしてくれる方を
募集しています。
まずは､見学に来てください!

詳しいお問い合わせは

保険の申込方法などについては、
中川区社会福祉協議会まで
お問い合わせください。

保険の申込方法などについては、
中川区社会福祉協議会まで
お問い合わせください。

富田北地域センター
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おもちゃ図書館ってどんなところなの？
ママも初めてなの。岩本さん、教えてください。
心身に障がいがあったり、心身の発達に遅れがあっても楽しくおもちゃで遊べる
場所のことだよ。気に入ったおもちゃがあれば借りて帰って、自宅でゆっくり遊ぶ
こともできるの。
みんなとおもちゃで遊べて、それが気に入れば、おもちゃを借りて持ち帰ることも
できるのね。
ぼくは遊んでもいいのかな？
障がいのある子どもたちのための特別な場所じゃなくて、子どもやお母さん､ボラン
ティアさんたちみんなが一緒に遊ぶことを大切にしているんだよ。だからしょう
ちゃんはもちろんどんな方でもぜひ遊びに来てほしいの。
ボランティアさんは何をしているの？
おもちゃの準備や片付けをしたり､｢手作りおもちゃコーナー」を開催して､来館した
お友だちと遊んだりしているよ。興味がある方はぜひ声をかけてくださいね｡
こんどはお友だちを誘って、おもちゃ図書館へ行こうよ！
そうね。今度はみんなで遊びに行きましょう。ボランティアもお手伝いできる
かも。岩本さんありがとうございました。

★毎月第１土曜日
　(6,11月は休館）
★午後1時30分～4時
★富田北地域センター
　１階会議室
　(中川区吉津四丁目3201） ※国道３０２号線沿い、

　富田北プール西隣

対　象対　象

取り付け
箇所
取り付け
箇所

費　用費　用

申込方法申込方法

中川区社会福祉協議会
ボランティアセンターまで
☎352-8257

しょうちゃん：

しょうちゃん：

しょうちゃん：

しょうちゃん：

まさこさん：

まさこさん：

まさこさん：

岩本さん：

岩本さん：

岩本さん：

ボランテ
ィア

ボランテ
ィア

大大募募集集
！！

安心して安全にボランティア活動するために「ボランティア保険」に加入しましょう！
ボランティア活動中の事故で、自身がケガをしたり、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった
場合などに対する保険です。万一の事故に備えて加入をお勧めします。

ボランティア保険加入のご案内

家具転倒防止耐震留具取付サービス家具転倒防止耐震留具取付サービス

備えあれば憂いなし！
大地震に備えて、家具の転倒防止を！

中川区に在住の下記の世帯かつ前年の所得が200万円以下の方
①65歳以上のひとり暮らし世帯
②65歳以上の方のみの世帯
③65歳以上の方と障がい者の方のみの世帯
④65歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯
⑤障がい者の方のみの世帯

利用申込者の寝室などにある災害時危険だと思われる家具で、
半日程度の作業で取り付け可能なもの。

工事代は無料。ただし、金具などの材料費は申込者負担。
＊この事業は、皆さまにご協力いただいた賛助会費を財源としております。

中川区社会福祉協議会の窓口または電話でお申し込みください。
（ただし、土・日・祝日を除く午前９時～午後５時）
　　 ☎  352 -8257　FAX  352 -3825

大地震が起きたとき、家具の転倒によるケガの防止や逃げ道の確保を
目的に、家具を柱や壁に金具などで固定する事業を実施します。
お気軽に本会までご連絡ください。

注意事項注意事項

☎詳しい保険の内容は愛知県社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。
 http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/somu/hoken.html

遊びに行こう！中川おもちゃ図書館『ときめき』遊びに行こう！中川おもちゃ図書館『ときめき』

おもちゃ図書館『ときめき』おもちゃ図書館『ときめき』

基本計画9　ボランティアの活性化 ボランティア登録者の拡大ボランティア登録者の拡大

研修室などの貸出を行っています。
中川区在宅サービスセンターでは、地域福祉の推進など中川区の
福祉向上に活動する皆さんのために施設の貸出を行っています。

研修室1 研修室2

点訳室

多目的
トイレ

北
出入口

南
出入口

ボランティアルーム

録音室

調理室

利用可能施設：研修室1･2、調理室、ボランティアルーム、点訳室、録音室

施設利用についてのご相談は、中川区社会福祉協議会までお問い合わせください。

中川区在宅サービスセンターの貸出が始まりました！
無料です

・実際の取付作業は、(社)名古屋市シルバー人材センターの会員が行います。
・壁などに穴を開けますので、賃貸住宅の場合、あらかじめ家主の了承を得て
ください。
・壁面の材質上取り付けができない場合があります。また、金属製の家具や
家電製品なども材質上取り付けできません。
・高所での作業など危険を伴うものは作業できない場合があります。
・家具が絶対に倒れないという保証はいたしかねます。
・お申し込みにかかる個人情報は、家具転倒防止耐震留具取付サービスにかか
る業務内容の範囲内で利用させていただきます。

※対象とならない方でも、(社）名古屋市シルバー人材センター南部支部で
　取付をしています(有料)。問い合わせ先の電話番号671-3161(見積もり無料）

おもちゃの貸出の手伝い、
修理などをしてくれる方を
募集しています。
まずは､見学に来てください!

詳しいお問い合わせは

保険の申込方法などについては、
中川区社会福祉協議会まで
お問い合わせください。

保険の申込方法などについては、
中川区社会福祉協議会まで
お問い合わせください。
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地域のお祭りや

イベントなどに

ご活用ください！

支出
単位：千円

中川区社会福祉協議会 平成21年度 収支決算 総合計 ￥234,139,472円

※人件費には、
助成金収入を
あてています。

人件費 40,175
17.1％

その他の事業費 1,588  0.7％

在宅サービス
センター
86,120
36.8％

西部地域
包括支援センター
運営費
28,475
12.2％

地域福祉推進事業
14,655  6.2％
ボランティア活動
推進事業
240  0.1％

高齢者福祉事業
6,340
2.7％児童福祉事業 1,340  0.6％

障がい者(児)福祉事業 2,076  0.9％

低所得者福祉事業 2,885  1.2％
広報・啓発事業 2,120  0.9％

次年度賛助会費事業積立
13,495  5.8％

次年度繰越金 16,665  7.1％

地域福祉基金積立
1,193  0.5％

事務費
16,772  7.2％

会費収入 14,113  6.0％
寄付金収入 566  0.2％
経営経費補助金収入
4,003  1.7％

助成金収入
45,370
19.4％
受託金収入
17,213
7.4％

貸付事業収入
104
0.1％
共同募金
配分金収入
8,663  3.7％

利息・雑収入
3,259  1.4％

介護保険収入
28,185
12.0％

施設整備等
補助金収入
85,769
36.6％

前年度募集
賛助会費
14,446
6.2％

前年度繰越金 12,448  5.3％

平成22年10月１日～12月31日

13,010,000円 一般募金 12,642,000円
歳末募金 368,000円障がい者と区民のふれあい広場の開催障がい者と区民のふれあい広場の開催

共同募金は１０月１日から１２月３１日まで全国一斉に行われる募金活動で、住民の皆さま方の自発的な
たすけあいの精神に支えられた民間の福祉活動を支援するための募金です。

硬貨の投入口の上に「10円」と「100円」の２種類
の募金ボタンがあります。ジュースを買った後、押し
た回数分の金額が募金となり、それを差し引いた
額が釣り銭として戻ります。ジュースを買うだけでも
金額の一部が募金になりますので、手軽に募金が
できます。

共同募金は、翌年度の使いみちの計画を立て、目標額を定めて運動を行っています。

こんなことに使われています!

♪水ヨーヨー風船 貸し出してます♪♪水ヨーヨー風船 貸し出してます♪

●ボランティア活動の支援　●地域福祉推進協議会の支援
●子ども会活動や老人クラブ活動への助成　など

インターネットで共同募金の使いみちを見ることができます

近身 にできる共同募金 いろいろな方法で募金ができます！
●ご家庭で募金　●外出先で募金　●企業・職場で募金　●学校で募金　●ネット募金赤い羽根
●Yahoo！ボランティア　●チャリティオークション　●グッズで募金　●遺産の寄付　●セカンドライフで募金 など

12月１日からは、歳末たすけあい募金もあわせて行われます

赤い羽根共同募金が始まりま
す！

期間

在宅サービスセンター内に

　設置しています。
　　ぜひご利用ください！

ご協力をお願いします
ご協力をお願いします

今年度の
目標額

　平成12年６月に、東出町という昔の町名を単位に､「歩いて行ける身近なところで」をモットーに始まり10年
続くこのサロンは、参加者がお互い顔見知りというご近所ならではの心を許している和気あいあいとした雰囲気
が伝わってきます。
　般若心経をみんなで唱和した後、町内外の情報交換をしたり、ストレッチ体操をしたり、お茶やお菓子を囲んで
談笑するのが定例ですが、その他に､頭や身体を刺激するレクリエーションをしたり、保健師やボランティアさんに
タメになるお話や楽しいお話をしてもらうなど色々な企画もしています。
　なお、時代を感じる社務所は冷暖房がなく、先日は扇風機や蚊取り線香が活躍していましたが、8月、12月は
お休みだそうです。

　皆さんは障がいのこと、障がいがある方々のことをどれだけ理解していますか？
近年、障がい者制度の改革が検討されるなど、国民の障がい者に対する関心は高まっているものの、理解という
意味では、まだまだなのではないかという意見が住民の方から出ています。
　このような状況において、本会では、もっと地域住民の方が障がい者のことを理解し、また障がい者が社会参加
しやすい街にしていくために、すでに施設等で実施している障がい者と地域住民の交流行事を活発にしたり、学校
や地域の行事に障がい者との交流の機会を設けてもらえるよう働きかけているところです。
　今回は、障がい者との交流行事の中でも、今年で22回目となる「障がい者と区民のふれあい広場」を紹介します｡
　この事業は、障がい者団体や施設、ボランティア団体が
実行委員となって開催しているお祭りです。障がい者施設に
よる模擬店の出店や授産製品の販売、手話・点字体験、ふれあい
大合唱等を通じて、障がい者と地域住民が顔を合わせお互いを
知り合うきっかけ作りをするものです。まずは、皆さん、気軽に
足を運んでいただければと思います。
　今後も、このような行事をきっかけにお互いの理解が進み、
障がいの分け隔てなくみんなが暮らしやすい街になるよう取り
組んでいきます。

基本計画1　ご近所づきあいを大切にしたたまり場づくり たまり場の設立たまり場の設立

基本計画4　障がい者と交流する機会の拡充 交流行事の活性化交流行事の活性化

東出町お楽しみクラブ“たまり場”東出町お楽しみクラブ“たまり場”

開催日：毎月第2・4月曜日13:00～ 15:00
会　場：神明社社務所・集会所（山王三丁目４）
参加費：１００円／月
対　象：主に高齢者 (東出町住民 )

その5
第2次地域福祉
活動計画ニュース

　５回目となる今回は、「障がい者と区民のふれあい広場」、たまり場
づくりの取り組み、シリーズ化した「ふれあい・いきいきサロン」、
また、区内で活動しているボランティアグループなどの紹介をします。

募金ができる自動販売機『ハートフルベンダー』設置募金ができる自動販売機『ハートフルベンダー』設置

自販機の設置場所を募集していま
す。

お問い合わせは本会まで。

検 索

　コミュニティセンター・団地の集会所・個人宅など身近な地域で、住民･住民団体･ボランティア団体など地域で暮らす方たちが主体と
なって実施する、気軽に集まれるたまり場。参加者みんなで物作り､食事など一緒に行ったり､ただ同じ場所に集まって、好きなことを
自由に楽しんだり､おしゃべりしたり…と何をやってもやらなくても､自由に参加できるのが特徴です。

地域のお祭りや

イベントなどに

ご活用ください！

糸ゴム・パッチン付

※無料開催の場合は、利用料無料

問合せ・申込み
中川区共同募金委員会(中川区社協内)

対　象 中川区内の推進協･団体
期　間 ２週間以内
利用料 水ヨーヨー風船１組に付き20円

赤い羽根データベース　はねっと
または
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

ふれあい・いきいきサロンとは？

中川区内の社会資源「ふれあい･いきいきサロン｣をご紹介します。お近くのサロンに一度足を運んでみてはいかがですか？

収入
単位：千円

2010 .92010 .9

2 7

Vol.41

　地域包括支援センターでは、日ごろ認知症高齢者を介護している方を対象に、認知症の理解や介護負担の
軽減を図るための家族教室参加者を募集します。
　介護について一人で悩まないで、交流会などに参加しながら日頃の介護の悩みや不安をお話してみませんか｡

　前号で開催を予告した「第２回地域交流作品展」が、特別養護老人ホーム
松寿苑で開催されました。
　松寿苑の利用者さんや、前回もご協力いただいた小さな美術館かじたから
梶田三雄館長、梶田弘子さん、横地勝利さんに加え、ご近所の打出保育園の
園児さん、障がい者更生施設小本育成苑の利用者さん、本会事業高齢者はつらつ
長寿推進事業参加者など、幅広く声かけをして多く
の住民の方に出展していただき、また、多くの方に
ご来場いただきました。「なかなか行く機会のない
施設に入ることが出来て良かった」「素晴らしい
作品が色々あり、自分も頑張ろうと励みになる」など
の感想をいただきました｡
　今後も、引き続き作品の「受入施設｣と｢出展者」
を募集します。ご興味のある方は、お気軽に本会ま
でご相談ください。

西部地域包括支援
センターでは、
毎週火曜日に富田
支所で高齢者福祉
に関する出張なん
でも相談を始めま
した。

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住みなれた地域で安心して暮らせるよう保健・福祉・医療などさまざまな
面から高齢者を支える「高齢者福祉なんでも相談所」として区内２か所に設置されています。

地域包括支援センターからのお知らせ

Ⅰ　認知症高齢者を介護する家族を対象とした事業のお知らせ

Ⅱ　西部地域包括支援センター出張相談　始めました

家族教室1 2 3

　介護している家族の方が認知症の
基礎知識や接し方について医師や
介護経験者等から学ぶ教室です。

　月に１回、物忘れ相談医が認知症の
症状や対応方法など、ご不安なことの
相談に応じ、不安の解消や早期発見、
早期治療に向けたアドバイスを行います｡

野田、荒子、正色、五反田、戸田、春田、豊治、長須賀､
西前田、万場、千音寺、赤星、明正学区にお住まいの方

広見、露橋、八熊、八幡、愛知、常磐、篠原、昭和橋､
玉川、中島、西中島学区にお住まいの方

お問合せ・申込み

  タイトル 西　部 東　部
 ようこそ家族教室へ 10/22(金） 10/15(金）
 認知症を正しく理解しよう 11/19(金） 11/19(金）
 サービスについて知ろう 12/24(金） 12/17(金）
 関わりについて学ぼう 　1/28(金） 　1/21(金）
 介護体験を聞こう 　2/24(木） 　2/18(金）
 今後の仲間づくり 　3/25(金） 　3/18(金）

 西部 東部
 10/21(木） 10/　7(木）
 11/12(金） 11/18(木）
 12/10(金） 12/10(金）
　1/20(木） 　1/20(木）
　2/18(金） 　2/17(木）
　3/10(木） 　3/17(木）

西部地域包括支援センター
電話 ３５２－８２５８

東部地域包括支援センター
電話 ３５４－８３４３

内　　容 健康に不安をお持ちの方、介護が必要でお悩みの方、また、介護で
 お悩みのご家族などに保健師等が相談に応じます。相談無料。
開催日時 毎週火曜日（祝日･年末年始を除く）10：00～16：00
開催場所 富田支所　２階
対　　象 中川区西部(下記13学区)にお住まいの方が対象となります。

家族サロン（憩いの場）

認知症について学びます認知症について学びます ～早期発見・早期治療が大切です～～早期発見・早期治療が大切です～ ひとりじゃない
～みんなでお話しませんか～

ひとりじゃない
～みんなでお話しませんか～

　月に1回、認知症の方を介護している
家族の方どうし、同じ思いを持った参加
者が介護の工夫や自由な交流を図って
います。

対　象 認知症高齢者(65歳以上)
 を介護するご家族
開催時間 13:30～15:30
会　場 西部:富田支所
 東部:東部地域包括支援センター

参加方法 事前予約が必要です｡
　 (お１人約30分､毎回3人程度）
開催時間 13:30～
 下記までお問い合わせください。
会　場 西部:富田支所
 東部:東部地域包括支援センター

対　象　認知症の方と関わっている方
  (介護の有無は問いません）
開催時間 13:30～
会　場 西部:在宅サービスセンター
 東部:東部地域包括支援センター

 西部 東部
 10/27(水） 10/　7(木）
 11/24(水） 11/18(木）
 12/22(水） 12/10(金）
　1/26(水） 　1/20(木）
　2/23(水） 　2/10(木）
　3/23(水） 　3/17(木）

※お住まいの学区により、担当する地域包括支援センターが決まっています。

医師（物忘れ相談医）による
専門相談

基本計画1　福祉施設を活用したたまり場づくり

　活動では、高齢者施設･障がい者施設･児童施設など
で、それぞれの利用者さんや仲間の方とふれあったり､
作業をしたり、お世話をしたりと様々な体験をしま
した。ボランティア体験は初めてという方も多く、
初日は緊張して戸惑っていた学生さんも、日が経つに
つれ積極的に声をかける姿が見られ、また「家の近く
にこういう施設があることも知らなかった」「色々な
体験ができて楽しい」など、それぞれに気付いた
こと、感じたことがあったようです。
　この貴重な体験を、今後に活かしてもらえればと
願っています。

　夏休みに区内在住･在学の中高生を対象とした、
社会福祉施設でのボランティア体験事業「サマー
ボランティアスクール」は、今年で21回目を数え
ますが、200名以上の方にご参加いただきました｡

区内の多くの施設が、地元の学生さんの将来に役立てればと、日々の業務がお忙しい中、ボランティアの受入に
賛同をしてくださいました。ありがとうございました。

《サマーボランティア受入賛同施設》（敬称略・順不同）
フラワー園　松寿苑　高杉共愛の里　共愛の里　第２共愛の里　オーネスト戸田川　有楽苑　松和苑　ラ･ファミリア　みず里
ラベンダー　小本育成苑　つゆはし作業所　昭和橋作業所　富田作業所　なかよしハウス　さくらんぼ　めいせいひまわりの家
デイサービスセンターなかよし　喫茶なかよし　めいせい元気ハウス　めいせい作業所　中川児童館　豊成保育園　松操保育園
篠原保育園　十番保育園　たかばた保育園　打出保育園　中島保育園　畑田保育園　和光保育園　東起保育園　正色第一保育園
正色第二保育園　みかづき保育園　富田第一保育園　富田第二保育園　富田第三保育園

サマーボランティアスクールを
開催しました

作品展示を通した交流作品展示を通した交流

基本計画6　福祉体験の学習機会の拡大
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地域のお祭りや

イベントなどに

ご活用ください！

支出
単位：千円

中川区社会福祉協議会 平成21年度 収支決算 総合計 ￥234,139,472円

※人件費には、
助成金収入を
あてています。

人件費 40,175
17.1％

その他の事業費 1,588  0.7％

在宅サービス
センター
86,120
36.8％

西部地域
包括支援センター
運営費
28,475
12.2％

地域福祉推進事業
14,655  6.2％
ボランティア活動
推進事業
240  0.1％

高齢者福祉事業
6,340
2.7％児童福祉事業 1,340  0.6％

障がい者(児)福祉事業 2,076  0.9％

低所得者福祉事業 2,885  1.2％
広報・啓発事業 2,120  0.9％

次年度賛助会費事業積立
13,495  5.8％

次年度繰越金 16,665  7.1％

地域福祉基金積立
1,193  0.5％

事務費
16,772  7.2％

会費収入 14,113  6.0％
寄付金収入 566  0.2％
経営経費補助金収入
4,003  1.7％

助成金収入
45,370
19.4％
受託金収入
17,213
7.4％

貸付事業収入
104
0.1％
共同募金
配分金収入
8,663  3.7％

利息・雑収入
3,259  1.4％

介護保険収入
28,185
12.0％

施設整備等
補助金収入
85,769
36.6％

前年度募集
賛助会費
14,446
6.2％

前年度繰越金 12,448  5.3％

平成22年10月１日～12月31日

13,010,000円 一般募金 12,642,000円
歳末募金 368,000円障がい者と区民のふれあい広場の開催障がい者と区民のふれあい広場の開催

共同募金は１０月１日から１２月３１日まで全国一斉に行われる募金活動で、住民の皆さま方の自発的な
たすけあいの精神に支えられた民間の福祉活動を支援するための募金です。

硬貨の投入口の上に「10円」と「100円」の２種類
の募金ボタンがあります。ジュースを買った後、押し
た回数分の金額が募金となり、それを差し引いた
額が釣り銭として戻ります。ジュースを買うだけでも
金額の一部が募金になりますので、手軽に募金が
できます。

共同募金は、翌年度の使いみちの計画を立て、目標額を定めて運動を行っています。

こんなことに使われています!

♪水ヨーヨー風船 貸し出してます♪♪水ヨーヨー風船 貸し出してます♪

●ボランティア活動の支援　●地域福祉推進協議会の支援
●子ども会活動や老人クラブ活動への助成　など

インターネットで共同募金の使いみちを見ることができます

近身 にできる共同募金 いろいろな方法で募金ができます！
●ご家庭で募金　●外出先で募金　●企業・職場で募金　●学校で募金　●ネット募金赤い羽根
●Yahoo！ボランティア　●チャリティオークション　●グッズで募金　●遺産の寄付　●セカンドライフで募金 など

12月１日からは、歳末たすけあい募金もあわせて行われます

赤い羽根共同募金が始まりま
す！

期間

在宅サービスセンター内に

　設置しています。
　　ぜひご利用ください！

ご協力をお願いします
ご協力をお願いします

今年度の
目標額

　平成12年６月に、東出町という昔の町名を単位に､「歩いて行ける身近なところで」をモットーに始まり10年
続くこのサロンは、参加者がお互い顔見知りというご近所ならではの心を許している和気あいあいとした雰囲気
が伝わってきます。
　般若心経をみんなで唱和した後、町内外の情報交換をしたり、ストレッチ体操をしたり、お茶やお菓子を囲んで
談笑するのが定例ですが、その他に､頭や身体を刺激するレクリエーションをしたり、保健師やボランティアさんに
タメになるお話や楽しいお話をしてもらうなど色々な企画もしています。
　なお、時代を感じる社務所は冷暖房がなく、先日は扇風機や蚊取り線香が活躍していましたが、8月、12月は
お休みだそうです。

　皆さんは障がいのこと、障がいがある方々のことをどれだけ理解していますか？
近年、障がい者制度の改革が検討されるなど、国民の障がい者に対する関心は高まっているものの、理解という
意味では、まだまだなのではないかという意見が住民の方から出ています。
　このような状況において、本会では、もっと地域住民の方が障がい者のことを理解し、また障がい者が社会参加
しやすい街にしていくために、すでに施設等で実施している障がい者と地域住民の交流行事を活発にしたり、学校
や地域の行事に障がい者との交流の機会を設けてもらえるよう働きかけているところです。
　今回は、障がい者との交流行事の中でも、今年で22回目となる「障がい者と区民のふれあい広場」を紹介します｡
　この事業は、障がい者団体や施設、ボランティア団体が
実行委員となって開催しているお祭りです。障がい者施設に
よる模擬店の出店や授産製品の販売、手話・点字体験、ふれあい
大合唱等を通じて、障がい者と地域住民が顔を合わせお互いを
知り合うきっかけ作りをするものです。まずは、皆さん、気軽に
足を運んでいただければと思います。
　今後も、このような行事をきっかけにお互いの理解が進み、
障がいの分け隔てなくみんなが暮らしやすい街になるよう取り
組んでいきます。

基本計画1　ご近所づきあいを大切にしたたまり場づくり たまり場の設立たまり場の設立

基本計画4　障がい者と交流する機会の拡充 交流行事の活性化交流行事の活性化

東出町お楽しみクラブ“たまり場”東出町お楽しみクラブ“たまり場”

開催日：毎月第2・4月曜日13:00～ 15:00
会　場：神明社社務所・集会所（山王三丁目４）
参加費：１００円／月
対　象：主に高齢者 (東出町住民 )

その5
第2次地域福祉
活動計画ニュース

　５回目となる今回は、「障がい者と区民のふれあい広場」、たまり場
づくりの取り組み、シリーズ化した「ふれあい・いきいきサロン」、
また、区内で活動しているボランティアグループなどの紹介をします。

募金ができる自動販売機『ハートフルベンダー』設置募金ができる自動販売機『ハートフルベンダー』設置

自販機の設置場所を募集していま
す。

お問い合わせは本会まで。

検 索

　コミュニティセンター・団地の集会所・個人宅など身近な地域で、住民･住民団体･ボランティア団体など地域で暮らす方たちが主体と
なって実施する、気軽に集まれるたまり場。参加者みんなで物作り､食事など一緒に行ったり､ただ同じ場所に集まって、好きなことを
自由に楽しんだり､おしゃべりしたり…と何をやってもやらなくても､自由に参加できるのが特徴です。

地域のお祭りや

イベントなどに

ご活用ください！

糸ゴム・パッチン付

※無料開催の場合は、利用料無料

問合せ・申込み
中川区共同募金委員会(中川区社協内)

対　象 中川区内の推進協･団体
期　間 ２週間以内
利用料 水ヨーヨー風船１組に付き20円

赤い羽根データベース　はねっと
または
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

ふれあい・いきいきサロンとは？

中川区内の社会資源「ふれあい･いきいきサロン｣をご紹介します。お近くのサロンに一度足を運んでみてはいかがですか？

収入
単位：千円

2010 .92010 .9

2 7

Vol.41

　地域包括支援センターでは、日ごろ認知症高齢者を介護している方を対象に、認知症の理解や介護負担の
軽減を図るための家族教室参加者を募集します。
　介護について一人で悩まないで、交流会などに参加しながら日頃の介護の悩みや不安をお話してみませんか｡

　前号で開催を予告した「第２回地域交流作品展」が、特別養護老人ホーム
松寿苑で開催されました。
　松寿苑の利用者さんや、前回もご協力いただいた小さな美術館かじたから
梶田三雄館長、梶田弘子さん、横地勝利さんに加え、ご近所の打出保育園の
園児さん、障がい者更生施設小本育成苑の利用者さん、本会事業高齢者はつらつ
長寿推進事業参加者など、幅広く声かけをして多く
の住民の方に出展していただき、また、多くの方に
ご来場いただきました。「なかなか行く機会のない
施設に入ることが出来て良かった」「素晴らしい
作品が色々あり、自分も頑張ろうと励みになる」など
の感想をいただきました｡
　今後も、引き続き作品の「受入施設｣と｢出展者」
を募集します。ご興味のある方は、お気軽に本会ま
でご相談ください。

西部地域包括支援
センターでは、
毎週火曜日に富田
支所で高齢者福祉
に関する出張なん
でも相談を始めま
した。

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住みなれた地域で安心して暮らせるよう保健・福祉・医療などさまざまな
面から高齢者を支える「高齢者福祉なんでも相談所」として区内２か所に設置されています。

地域包括支援センターからのお知らせ

Ⅰ　認知症高齢者を介護する家族を対象とした事業のお知らせ

Ⅱ　西部地域包括支援センター出張相談　始めました

家族教室1 2 3

　介護している家族の方が認知症の
基礎知識や接し方について医師や
介護経験者等から学ぶ教室です。

　月に１回、物忘れ相談医が認知症の
症状や対応方法など、ご不安なことの
相談に応じ、不安の解消や早期発見、
早期治療に向けたアドバイスを行います｡

野田、荒子、正色、五反田、戸田、春田、豊治、長須賀､
西前田、万場、千音寺、赤星、明正学区にお住まいの方

広見、露橋、八熊、八幡、愛知、常磐、篠原、昭和橋､
玉川、中島、西中島学区にお住まいの方

お問合せ・申込み

  タイトル 西　部 東　部
 ようこそ家族教室へ 10/22(金） 10/15(金）
 認知症を正しく理解しよう 11/19(金） 11/19(金）
 サービスについて知ろう 12/24(金） 12/17(金）
 関わりについて学ぼう 　1/28(金） 　1/21(金）
 介護体験を聞こう 　2/24(木） 　2/18(金）
 今後の仲間づくり 　3/25(金） 　3/18(金）

 西部 東部
 10/21(木） 10/　7(木）
 11/12(金） 11/18(木）
 12/10(金） 12/10(金）
　1/20(木） 　1/20(木）
　2/18(金） 　2/17(木）
　3/10(木） 　3/17(木）

西部地域包括支援センター
電話 ３５２－８２５８

東部地域包括支援センター
電話 ３５４－８３４３

内　　容 健康に不安をお持ちの方、介護が必要でお悩みの方、また、介護で
 お悩みのご家族などに保健師等が相談に応じます。相談無料。
開催日時 毎週火曜日（祝日･年末年始を除く）10：00～16：00
開催場所 富田支所　２階
対　　象 中川区西部(下記13学区)にお住まいの方が対象となります。

家族サロン（憩いの場）

認知症について学びます認知症について学びます ～早期発見・早期治療が大切です～～早期発見・早期治療が大切です～ ひとりじゃない
～みんなでお話しませんか～

ひとりじゃない
～みんなでお話しませんか～

　月に1回、認知症の方を介護している
家族の方どうし、同じ思いを持った参加
者が介護の工夫や自由な交流を図って
います。

対　象 認知症高齢者(65歳以上)
 を介護するご家族
開催時間 13:30～15:30
会　場 西部:富田支所
 東部:東部地域包括支援センター

参加方法 事前予約が必要です｡
　 (お１人約30分､毎回3人程度）
開催時間 13:30～
 下記までお問い合わせください。
会　場 西部:富田支所
 東部:東部地域包括支援センター

対　象　認知症の方と関わっている方
  (介護の有無は問いません）
開催時間 13:30～
会　場 西部:在宅サービスセンター
 東部:東部地域包括支援センター

 西部 東部
 10/27(水） 10/　7(木）
 11/24(水） 11/18(木）
 12/22(水） 12/10(金）
　1/26(水） 　1/20(木）
　2/23(水） 　2/10(木）
　3/23(水） 　3/17(木）

※お住まいの学区により、担当する地域包括支援センターが決まっています。

医師（物忘れ相談医）による
専門相談

基本計画1　福祉施設を活用したたまり場づくり

　活動では、高齢者施設･障がい者施設･児童施設など
で、それぞれの利用者さんや仲間の方とふれあったり､
作業をしたり、お世話をしたりと様々な体験をしま
した。ボランティア体験は初めてという方も多く、
初日は緊張して戸惑っていた学生さんも、日が経つに
つれ積極的に声をかける姿が見られ、また「家の近く
にこういう施設があることも知らなかった」「色々な
体験ができて楽しい」など、それぞれに気付いた
こと、感じたことがあったようです。
　この貴重な体験を、今後に活かしてもらえればと
願っています。

　夏休みに区内在住･在学の中高生を対象とした、
社会福祉施設でのボランティア体験事業「サマー
ボランティアスクール」は、今年で21回目を数え
ますが、200名以上の方にご参加いただきました｡

区内の多くの施設が、地元の学生さんの将来に役立てればと、日々の業務がお忙しい中、ボランティアの受入に
賛同をしてくださいました。ありがとうございました。

《サマーボランティア受入賛同施設》（敬称略・順不同）
フラワー園　松寿苑　高杉共愛の里　共愛の里　第２共愛の里　オーネスト戸田川　有楽苑　松和苑　ラ･ファミリア　みず里
ラベンダー　小本育成苑　つゆはし作業所　昭和橋作業所　富田作業所　なかよしハウス　さくらんぼ　めいせいひまわりの家
デイサービスセンターなかよし　喫茶なかよし　めいせい元気ハウス　めいせい作業所　中川児童館　豊成保育園　松操保育園
篠原保育園　十番保育園　たかばた保育園　打出保育園　中島保育園　畑田保育園　和光保育園　東起保育園　正色第一保育園
正色第二保育園　みかづき保育園　富田第一保育園　富田第二保育園　富田第三保育園

サマーボランティアスクールを
開催しました

作品展示を通した交流作品展示を通した交流

基本計画6　福祉体験の学習機会の拡大
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ボランティ
ア

募集
初めての方

もぜひ！

ボランティ
ア

募集
初めての方

もぜひ！

編集・発行

＝この広報誌は、共同募金配分金と賛助会費を財源に作成しました＝
※Welなかがわ（年4回）の定期購読や音訳版・点訳版をご希望の方は本会までご連絡ください。 「Welなかがわ」は、再生紙を使用しています。

社会福祉法人
名古屋市中川区社会福祉協議会
〒454-0875
名古屋市中川区小城町1丁目1-20
 （中川区在宅サービスセンター内）

TEL （052）352-8257
FAX （052）352-3825
メールドレス
nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp
ホームページ
http://www.nakagawashakyo.jp

お詫び

地域包括支援センターからのお知らせ ……6
共同募金委員会からのお知らせ …………7
福祉講演会ご案内 …………………………8
寄付のお礼 …………………………………8

寄付金は中川区の福祉の推進に有効に活用させて
いただきます。ありがとうございました。

●中川区地域女性団体連絡協議会 様
●奥村　満麿 様
●中島・西中島
　ソフトボール同好会 様
●その他　匿名
お祝いごとや香典返しにかえての寄付を受け付けております。
香典返しについては、あいさつ状をご用意いたします。

（順不同）

第22回

 今号の
内容 今号の
内容

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

　地域の情報番組をやっていますと地域のニュース、イベントの情報がたくさん
入ってきます。
いつも驚かされるのは、地域の皆さんのエネルギーです。
　わたしのモットーは、出逢い　ふれあい　人間コンサート。地域の助け合い、支
えあいもまた、出逢い、ふれあいから生まれます。皆が協力し合ってこそ、住みや
すい地域を奏でていくのではないでしょうか？

出逢い　ふれあい　人間コンサート
「～進めていきたい。地域の支えあい～」

■往復はがきの記入方法

講師プロフィール

入場無料 申込制
手話通訳あり

昭和11年2月13日　名古屋市生まれ。
　NHK名古屋放送劇団を振り出しに、文学座研究生、大島　渚氏主宰の「創造
社」、「山本安英の会」などを経て、現在テレビ、ラジオ、舞台で活躍中。東海テレビ
の「さん！さん！モーニング」、「天ちんの土曜サロン」、東海ラジオの「アマチンの
ラジオにおまかせ」など、“アマチン”の愛称で大活躍。昭和56年、財団法人「愛知
難病救済基金」を設立、平成6年、同理事長として地域社会に貢献をしている。
　また、地元の舞台活動が大きく評価され、平成18年度の文部科学大臣賞を
はじめ、数々の賞を受賞している。
　趣味は風呂。風呂とくれば銭湯だろうが露天だろうがサウナだろうが温泉だろう
がすぐに入る。果ては掘ることまで夢見ている。掘り当てたら民宿をやりたいと
いまだに思っている。

前号『Welなかがわ４０号』の「福祉活動助成事業ありがとうメッセージ」で
ご紹介しました子育てサークルのお名前は、子育てサークル“ポップコーン”
さんの誤りでした。ここに深くお詫び申し上げます。

主な活動内容は、模擬店やバザーなどのお手伝いや会場の清掃、後片付けなど
です。イベント好きな人や中高生、ボランティアに興味のある方、みなさん
大歓迎！やってみたいという方は、中川区社協（電話:３５２－８２５７）まで
ぜひご連絡ください。

・あおなみ線「荒子」より南へ徒歩1分
・地下鉄東山線「高畑」4番出口より東へ徒歩10分
・市バス金山22号系統、高畑18号系統、中川巡回系統
 「荒子駅」下車、徒歩1分
・市バス金山21号系統「荒子観音」下車、徒歩3分

会場ご案内図
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当日は公共交通機関をご利用ください。

平成22年度 福祉講演会平成22年度 福祉講演会

（往信オモテ）

454-0875

（返信ウラ） （返信オモテ） （往信ウラ）

中
川
区
小
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町
１
‐
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こ
の
線
を
内
側
に
折
る

※抽選結果を印刷
しますので、何も
書かないで下さい。

申込者の
①氏名
②住所
③電話番号
※２名申し込む場合

④同伴者氏名

申込者
郵便番号

白紙

※ご記入いただいた個人情報は、福祉講演会にかかる事業内容の範囲で利用させていただきます。
※この講演会は、区民の皆さまにご協力いただきました賛助会費を財源に開催します。

往信 返信

講　　師

日　　時

会　　場

定　　員

天野　鎮雄さん（俳優）
平成２２年11月１9日(金）
開場:13時00分　開演:13時30分

中川文化小劇場（中川区吉良町178‒3）
４５０名

と　き　平成22年10月17日(日)10時～15時
ところ　中川区役所 駐車場(小雨決行、荒天時中止）
と　き　平成22年10月17日(日)10時～15時
ところ　中川区役所 駐車場(小雨決行、荒天時中止）

ボランティアでふれあい広場を盛り上げよう！
～イベントのお手伝いをしてくれるボランティア大募集～

入場
無料

やき
そば

中川区の障がい者福祉施設や団体、ボランティアグループが実行委員となって､
「第２２回中川区障がい者と区民のふれあい広場」を開催します。
ご家族やお友だちを誘って、ぜひ遊びに来てください。

中川区の障がい者福祉施設や団体、ボランティアグループが実行委員となって､
「第２２回中川区障がい者と区民のふれあい広場」を開催します。
ご家族やお友だちを誘って、ぜひ遊びに来てください。

●ステージ：障がい者団体が共演する☆ふれあい大合唱、
　　　　　　ゲストステージ(侍 前田利家ONDO･舞人、Better Days）
●模擬店：焼きそば、フランクフルト、ジュースなど
●バザー：障がい者の手づくり品、日用雑貨など
●福祉体験スタンプラリー：手話・点字・メロディベル体験
●遊びの広場：ゲーム、伝承遊び
●共同募金コーナー

全部見て
　回ろう！

 景品が当た
る

ビンゴ大会
もあるよ

申込方法 往復はがき１枚で２名まで申し込み可。
往信用に申込者の①住所②氏名③電話番号④同伴者名(④は２名申し込む場合のみ
記入)を、また返信用に申込者の①郵便番号②住所③氏名をご記入のうえ、中川区
社会福祉協議会「福祉講演会」係までお申し込みください｡

申込期限 平成22年11月１日(月）必着
※申込者多数の場合は、抽選となります。
　抽選結果は11月８日(月）までに、はがきの発送をもってお知らせいたします。
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障がい者と区民のふれあい広場 …… 1・2
第２次地域福祉活動計画ニュース…… 2～4
在宅サービスセンター貸出開始 ………… 4
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ウェル WelはWelfare（ウェルフェアー）＝幸福、福祉という意味の英語からとりました。
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