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平成23年
月
日 10時〜15時
中川区 富田支所 駐車場(小雨決行、荒天時中止）

入場
無料

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23回
中川区福祉ふれあい広場」を開催します。今回からは、もっと多くの皆さんに参加してもら
えるよう名称を変えての開催です。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(日本車いすダンススポーツ連盟、ブラス プレジール）
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・車いす・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：水ヨーヨー風船など
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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〜

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。

ての ！ 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
初め ぜひ方
ひ！
もぜみたいという方は、中川区社協（電話:３５２−８２５７）までぜひご連絡ください。
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第2次地域福祉
活動計画ニュース
基本計画1

９回目となる今回は、たまり場づくりネットワークを進める事業として行った「ふれあい･
いきいきサロン実践者交流会」の開催報告、この秋に行われる「地域交流作品展」のご案内、
ボランティアに関する情報、また、災害に対する備えとして、今地域で進められている近隣
同士の助けあいのネットワークづくりについてご紹介します。

ご近所づきあいを大切にしたたまり場づくり

たまり場づくりの展開

29人の賑やかな話し声、笑い声、驚きの声が響いた在宅サービスセンターの研修室。とても暑かった７月
11日(月)、｢ふれあい･いきいきサロン実践者交流会」を開催しました。
地域で高齢者サロンを運営している住民の方、ボランティアが集まり、お互いのサロンの情報交換を行い
ました。高齢者サロンの実践者が一同に顔を合わせるのは、中川区では初めての機会です。前半はお互いのサロン
紹介をしながらの情報交換、後半は「サロンに関わって良かったこと・大変なこと」「今後サロンでやってみた
いこと」などのテーマでグループワークを行いました。
最近始まったサロンも多く、色々悩みながら運営している方達も、長く実践している 先輩 の話を興味
深そうに聞き、自分たちのサロン運営の参考にしたいという声を多くいただきました。
また、継続しているからこそ出てくる悩み、参加者の高齢化や心身の虚弱化に伴う対処方法など、サロン運営
の楽しさを感じると同時に難しさも感じているという意見も出ました。
「こんなに色々なサロンがあり、多くの人が
関わっているのに驚いた｡」「今後もこのように
横のつながりを作る機会が欲しい｡」など、参加
者には有意義な機会になったようです。
社会福祉協議会では、住民のみなさんの自主的
な取り組みを引き続き応援していきたいと
思っています。

基本計画2

福祉施設などを活用したたまり場づくり

「地域交流作品展」開催♪

作品展示を通した交流

〜芸術の秋に作品鑑賞はいかがですか？〜

今回で３回目の開催となる地域交流作品展が、この秋２つの施設で開催されます。普段なかなか入ることの
ない、地域の社会資源である福祉施設。この機会に、施設見学も兼ねて作品展を覗きに行きませんか？
場

所 小本育成苑(小本一丁目20‑37）

場

所 特別養護老人ホーム 松寿苑(中須町235）

日

時 ９月５日(月)〜16日(金)
13：30〜16：30(土日は除く）

日

時 10月11日(火)〜21日(金)

出

展 小本育成苑利用者、松寿苑利用者

出

展 松寿苑利用者、小本育成苑利用者

９：00〜17：00

る
で楽しめ
打出保育園、小さな美術館かじた 親子 もあるよ♪
企画
地域住民 など

かたつむりの会、西養護学校、
小さな美術館かじた など

内も
施設案 るよ♪
あ

その他 あ・そ・び・場（人形劇や折り紙コーナーなど）

10月12日(水) 10：00〜
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ボランティアの活性化

基本計画9

中川区で活動しているボランティア
グループを紹介します。

今回ご紹介するのは、歌・演奏のボランティア
『九重群団仲良し会』です。平成13年5月に設立し､
演奏ボランティア
現在も活発に活動しています。中川区内を中心に、
九重群団仲良し会 高齢者施設や障がい者施設へ訪問、歌と演奏で施設
の
利 用 者 の 方 々 を 楽 し ま せ ています。
九重群団は、アコーディオン、フルート、ハーモニカによる生演奏と合唱
団で構成。昔懐かしい童謡と流行歌を、利用者の皆さんと一緒に和気あい
あいと明るく歌い合っています。
また、赤い羽根共同募金や今回の東日本大震災の街頭募金、福祉ふれあい広場
への参加など本会事業へも積極的にご協力いただいています｡

サマーボランティアスクールを開催しました
毎年夏休みに行っている区内在住・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22回目
を数えますが、250名以上の方にご参加いただきま
した。
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るなど、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。
《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 喫茶なかよし
デイサービスセンターなかよし めいせい元気ハウス 戸田川グリーンヴィレッジ めいせい作業所 中川児童館 中川保育園 中野保育園
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 正雲寺保育園 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

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
協力をしてくださいました。ありがとうございました。

中川区社会福祉協議会 平成22年度 収支決算
前年度繰越金

次年度繰越金

会費収入

16,664,807 15.1％

13,283,077 12.0％

長期預け金返還金収入

2,951,886 2.7％

利息・雑収入

収入

共同募金
配分金収入

8,128,402 7.3％
貸付事業等収入

53,500 0.1％

受託金収入
事業収入

43,886,603
39.8％

4,156,000 3.8％

402,063 0.3％

事務費

10,993,442 10.0％
人件費

305,583 0.3％

経営経費補助金収入

1,849,669 1.7％

助成金収入

15,238,488 13.8％

修繕等積立

地域福祉基金積立

2,305,582 2.1％

単位：円

733,075 0.7％

￥110,360,376 円

12,662,077 11.5％

積立金取崩収入

13,494,694
12.2％

総合計

次年度賛助会費事業積立

寄付金収入

4,756,600 4.3％

,

その他の事業費

※人件費には、助成金収入を
あてています。

単位：円

地域福祉推進事業

7,261,411 6.5％

低所得者福祉事業 1,330,500

12,230,884 11.1％

1.2％

広報・啓発事業

1,994,520 1.8％

児童福祉事業

1,280,000 1.2％

3

支出

37,183,534
33.7％

ボランティア活動推進事業
高齢者福祉事業

364,774 0.3％

5,201,834 4.7％
2,007,747 1.8％

障がい者(児)福祉事業

2011.9

基本計画5

災害に強いまちづくり

はじめの一歩 〜防災ステップ企画〜
６月26日(日)、荒 子 学 区中 花 町内 会で、東 海 地 震 など災害 発 生 時に備 え た
地域のネットワークづくり活動として、防災イベントが開催されました。このイベ
ントは、災害時に近所の安否確認や自力で避難できない方を支援するための「防災

AEDの講習を行う宮本町内会長

対策名簿づくり」と「ご近所同士顔を合わせること」を目的として行われました。
当日は、同町内の丸池公園グラウンドで、組ごとに決められた時間に次々と手渡
しで各世帯･事業所から名簿が提出されたほか、なかがわ災害ボランティアネット
ワークによる防災用品の展示、防災ずきんづくり、子ども向けの防災ゲーム･AED
(自動体外式除細動器)の使用についての体験講習会などが行われました。
名簿提出を機会に新しく町内会員になられた方もあり、開催後の７月末現在、
名簿の提出率は、249世帯･事業所中74％と町内会関係者の予想を大幅に超えた
一方、緊急時の支援を希望された方には、その場で手助けできる方をコーディネート
するという、顔を合わせたからこその微笑ましい一コマもあったそうです｡

災害ボランティアによる防災ゲーム

中花町内会長の宮本理さんは「防災への関心の高さに驚きと重さを感じました。
それだけに、たとえ歩みは遅くても、こうした試みを通じて声のかけ合い､近隣を気
遣う気風の芽生えに期待したい｡」また、町内会員で本会の地域福祉活動計画推進
委員の福谷佳子さんは､「支援を望む声があがれば、おのずと『共助』は育まれます。
防災面から身近な福祉づくりをしましょう｡」と話され、今回のイベントが､「災害
に強いまちづくり」の一歩となると、大きな手ごたえを感じられたようです｡
組ごとの防災対策名簿の登録受付
初めて顔を合わせた方もいるそうです

お住まいの地域でも、このような取り組みをしてみませんか。

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！
東日本大震災が発生し、家庭における耐震への取り組みの重要性は、ますます
高まっています。本会では、大地震が起きた時、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て
います。お気軽に本会までご連絡ください。（352−8257）

❶対象

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
※対象とならない方でも、㈳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：６７１−３１６１（見積無料）

❷取り付け箇所

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。

❸費用

工事代は無料（金具などの材料費は申込者負担）

❹申込方法

（ただし、土・日・祝日を除く午前９時〜午後５時）
本会の窓口または電話でお申し込みください。

❺注意事項

・実際の取付作業は、㈳名古屋市シルバー人材センターの会員が行います。
・家具が絶対に倒れないという保証はいたしかねます。
・その他注意事項がございますので、詳細は本会までお問い合わせください。

＊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。
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10月１日〜

赤い羽根共同募金がはじまります！

−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−
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。

平成23年度の
目標額

13,010,000円

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。

一般募金
歳末募金

12,642,000円
368,000円

赤い羽根データベース

はねっと

検索

http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

ご協力をお願いいたします。

水ヨーヨー風船
貸出中！

つながっています赤い羽根

共同募金 の つかいみち

皆さんからいただいた共同募金は、地域の様々な取り組みにつながっています。

「納涼はっぴいふれあい祭り」

地域のお祭りや
イベントなどに
ご活用ください！

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
※募金箱を設置していただく場合は利用料無料

下之一色商店街と、障がい者の
自立支援事業を行う社会福祉法人
さくらんぼの会が、地元の方との
ふれあいや、お互いにがんばって
いる姿を報告する機会として毎年
共催しています。10回目となる
今年は、太鼓演奏や盆踊り、ステージ発表、東日本大震災の被災
地を支援する東北応援市などを行いました。当日は約1000人
が参加し、地域のつながりを深めました。

問合せ･申込み 中川区共同募金委員会(中川区社協内)

糸ゴム・
付
パッチン
ルも
ー
プ
ル
ビニー
す
お貸ししま

東日本大震災義援金ご協力ありがとうございます
共同募金委員会では、被災された方々へお送りする義援金を募集して
います。これまでに中川区共同募金委員会に寄せられた募金は、

129件 7,594,956円（8月15日現在）です。

義援金は、中央共同募金会を通して被災された方々へ届けられます。引き続き、ご協力をお願いいたします。

「東日本大震災の被災者を支援したいキモチ」を応援しています
愛知・名古屋から岩手・大槌町の子どもたちへ子ども用自転車を送るお手伝いをしました。
愛知・名古屋にある自転車屋さんが組織するリンユウ・グループ「輪友会｣

（本区の民生委員さんが所属） さんから、東日本大震災で被災した子どもたちに

子ども用自転車を寄付したいとの相談があり、本会が被災地支援で職員派遣を
行った岩手県・大槌町社会福祉協議会の災害ボランティアセンターと協力して､
同町に暮らす子どもたちに届くよう調整しました｡
現地のボランティアセンターが、仮設住宅や避難所等で希望の取りまとめ
を行ったところ、約60台の応募があったため、去る７月10日(日)に「輪友会」
さんが自転車を持って現地へ直接赴きました。
引き渡し当日は、30℃を超える夏日となりましたが、楽しみにしていた大槌町の子どもたちが集まって来て、
サドル合わせをして自転車を贈ると、大喜びですぐに周囲を走り回っていたそうです。｢輪友会」さんも 本当にここ
までやってきてよかった"と感じたそうです。
本会では、皆さんの「東日本大震災の被災者を支援したいキモチ」を応援しています｡ 被災者の方々に支援を
してみたいけど、何ができるのかわからない など不安なことがありましたら、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせ
ください。

【寄付者情報】 自転車屋専門店リンユウ・グループ
（輪友会）／会長 加藤 正博 様
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いきいき支援センターからのお知らせ
認知症総合相談窓口です 〜暮らしやすい地域社会の実現〜
いきいき支援センターでは認知症高齢者を介護するご家族を応援します！
一人で悩まず、お気軽にご相談・ご活用ください。

1 認知症家族教室

2 医師による物忘れ相談医

の
途中から
K
O
加
参

認知症に関する知識・介護方法などの話､
介護経験者や参加者同士の交流会を行います｡
対

象 認知症高齢者を介護する

ご家族

会

タイトル
ようこそ家族教室へ
認知症を正しく理解しよう（医師）
サービスについて知ろう
関わりについて学ぼう

（介護施設等の専門職）

西 部
10/28(金）
11/25(金）
12/16(金）

ひとりじゃない
〜みんなでお話しませんか〜

専門の相談医が認知症の早期発見・
早期治療など、認知症に関する相談
を行います。

認知症高齢者を介護しているご家族
が集まり、介護の悩みなどを話し
合う交流会や情報交換会を行います｡

14：00
14：30

13：30〜15：30
場 各いきいき支援センター(西部･東部)

会

東 部
10/21(金）
11/18(金）
12/16(金）

介護体験を聞こう（家族会） 2/24(金） 2/17(金）
今後の仲間づくり
3/23(金） 3/16(金）

事前に
お申し込み
ください

(1回1組30分程度)

場 各いきいき支援センター(西部･東部)

西 部
10/14(金）
11/10(木）
12/ 9(金）
1/12(木）
2/10(金）
3/ 8(木）

1/27(金） 1/20(金）

3 家族サロン（憩いの場）

〜早期発見・早期治療が大切です〜

開催時間 13：30

事前に
お申し込み

開催時間 月１回開催（全６回） ください

無料

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 13：30〜15：00
会 場 各いきいき支援センター(西部･東部)

東 部
10/13(木）
11/17(木）
12/13(火）
1/12(木）
2/16(木）
3/15(木）

西 部
10/26(水）
11/16(水）
12/21(水）
1/25(水）
2/22(水）
3/28(水）

東 部
10/13(木）
11/17(木）
12/13(火）
1/12(木）
2/16(木）
3/15(木）

各事業の日程は都合により変更する場合があります。

西部いきいき支援センター

出張相談のお知らせ

相談無料

高齢者福祉に関する出張なんでも相談を実施しています。お気軽に足をお運びください！
開催日時 毎週火曜 （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。

お問合せ･申込み ※お住まいの学区により、担当するいきいき支援センターが決まっています。

西部いきいき支援センター

電話

３５２−８２５８

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

東部いきいき支援センター

電話

３５４−８３４３

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

寄 付 の お 礼

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。

ホームページ

http://www.nakagawashakyo.jp

荒子観音

市バス
「荒子観音」

荒子観音西

中川区在宅
サービスセンター
荒中町

市バス
「南荒子駅」

南荒子

nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp

中川文化●
小劇場
荒子
公園

松葉公園
太平通

メールドレス

市バス｢荒子駅」
ザ・ビッグ
エクスプレス荒子店 ●
あおなみ線

TEL（052）352-8257
FAX（052）352-3825

八熊通
高畑

N

中川
郵便局●

荒子一丁目

荒子

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）

中川
区役所

地下鉄高畑駅
④番出口

山本弘信 様
中川区地域女性団体
連絡協議会
中川区まちづくり
推進室 教友会
その他 匿名

社会福祉法人

地下鉄東山線

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。 （順不同）

編集・発行

太平通5

＝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。

6

「Welなかがわ」は、再生紙を使用しています。

