
初めての方
もぜひ！

＝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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区内のイベントやボランティア情報案内、研修室の貸出などを行っています。
お気軽にお問合せください！

いきいき支援センターからのお知らせ ……… 5
共同募金委員会からのお知らせ ……………… 6
寄付のお礼 …………………………………… 6

 今号の
内容 今号の
内容

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。
イベント好きな方や、ボランティア経験者だけでなく、なにか新しいことにチャレ
ンジしてみたいなと思っている方なども大歓迎です！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。

と　き  平成25年10月20日日 10時～15時
ところ  中川区役所(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！ボランティアでふれあい広場を盛り上げよう！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～

 大好評のビンゴ大会もあるよ

入場無料！
今年は3年ぶ

りに

区役所で開催

中川区福祉ふれあい広場を開催します！ …… １
地域福祉活動計画ニュース ………………… ２
「地域の底力を応援」助成事業報告 ……… ２
ボランティア紹介 …………………………… ３
大規模団地等孤立防止事業 ………………… ４

はつらつ長寿推進事業 ……………………… ４
24年度収支決算 ……………………………… ４
赤い羽根共同募金運動がはじまります …… ５
いきいき支援センターからのお知らせ …… ６
寄付のお礼 …………………………………… ６
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●長谷川　晶美 様
●中川区地域女性団体連絡協議会 様
●その他　匿名

　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25回中川区福祉ふれあい広場」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
●模擬店：焼きそば、お好み焼き、フランクフルトなど
●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・
 メロディベル体験など
●遊びの広場：ゲーム、伝承遊びなど
●共同募金コーナー：水ヨーヨー風船釣りなど

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。

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。

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

第25回第25回

中川区福祉中川区福祉
ふれあい広場

全部体験

　　　すると
…!?

どんなことでもお
気軽にご相談を

問合せ・申込み・会場

■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
■西部いきいき支援センター　電話 ３５２－８２５８(本センター）　電話 ３６４－７２７３(分室）
　　・・・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

※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。

医師（物忘れ相談医）による
専門相談

医師（物忘れ相談医）による
専門相談

　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。

　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。

　いきいき支援センターは、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。

  タイトル 西　部 東　部
 ようこそ家族教室へ
 認知症を正しく理解しよう
 サービスについて知ろう
 関わりについて学ぼう
 介護体験を聞こう

 西　部 東　部  西　部 東　部

認知症高齢者家族支援事業のお知らせ認知症高齢者家族支援事業のお知らせ 無料無料

家族サロン家族サロン
認知症について学びます ～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～認知症について学びます ～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～

　認知症の方を介護している家族の方、
介護の体験談や日ごろの思いなどを話し
合い、リフレッシュしましょう♪

家族が認知症かなと思った時、
認知症高齢者を介護していて
困った時などは、一人で悩まず
ご相談ください。

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から2時間程度

開催時間 13:30から
 (1回1組30分程度)､３組まで
 ※西部の偶数月は15：00から
 ※東部の12月・2月は14：00から

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から2時間程度

事前にお申込みください。途中からの参加OK 個別相談です。事前にお申し込みください。

家族教室家族教室1 2 3

10/18（金）
11/15（金）
12/13（金）
 1 /17（金）
 2 /21（金）

10/25（金）
11/29（金）
12/20（金）
 1 /24（金）
 2 /21（金）

10/11（金）
11/15（金）
12/13（金）
 1 /31（金）
 2 /14（金）
 3 / 7 （金）

10/17（木）
11/19（火）
12/12（木）
 1 /16（木）
 2 /13（木）
 3 /18（火）

10/17（木）
11/21（木）
12/19（木）
 1 /16（木）
 2 /20（木）
 3 /20（木）

10/23（水）
11/27（水）
12/25（水）
 1 /22（水）
 2 /26（水）
 3 /26（水）

社協だより
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13,010,000円
●一般募金 12,642,000円
●歳末募金 368,000円

　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。
　集められた募金は、地域の福祉に役立てられます｡

　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。

６月３日　第１回策定委員会 ブログ（2013.8.7記事）でもご覧いただけます。

（平成26～30年度） （平成21～25年度）

ポールを使って活動説明

人形劇のボランティアグループのアピール

交流会では、色々な出会いが

審査員会の様子

平成25年度 目標額

がはじまります！

　10月からの１ヶ月間、市バ
スに広告掲載し、赤い羽根共
同募金をPRします。愛ちゃ
んと希望くんの載ったバス、
ぜひ見つけてくださいね！

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

赤い羽根募金箱設置にご協力ください！

第３次 地域福祉活動計画

中川区「地域の底力を応援」助成事業
公開プレゼンテーションによる審査会を開催しました！

第２次 地域福祉活動計画

　企業・商店のほか、地域のお祭り、イベントなどでの
募金箱設置にご協力ください！募金箱のほか、のぼり、
ポスターなどをご用意します。

市バスでもＰＲ！市バスでもＰＲ！

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。

共同募金共同募金のつかいみちのつかいみち
つながっています赤い羽根

ありがとうメッセージ（助成団体からのお礼のことば）

東日本大震災義援金
ご協力ありがとう
ございます

義援金は、中央
募金会を通じて
被災された方々へ
届けられます。

195件
8,992,378円
（平成25年8月16日現在）

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

中川区少年補導委員会

少年の非行防止における街頭補導・広報キャンペーン

祭礼行事等におけるキャンペーンで、地域による少年非行防止活動に参加
者が賛同し、区民にも協力を得ることができました。みなさまのご厚意に
感謝しています。

　｢非行の芽　はやめにつもう　みな我が子｣
(25年度スローガン）中川区少年補導委員会
では、少年の非行防止と健全育成、暴走族追放
等を目指し、区民の意識啓発に取り組んで
います。区内各地のお祭りやイベントでパト
ロールを行ったり、ショッピングセンターなど
では、スポーツクラブの子どもたちなども
参加してキャンペーンを実施したりと、地域
ぐるみで子どもたちの健やかな成長を目指す取り組みを行っています。

　５・６月に作業部会を、６月に策定委員会を実施し
ました。地域で活動しているそれぞれの委員さんの
意見は、本当に説得力があります。色々な意見をいた
だきました。
　また、委員さん・本会職員が事業の参加者・関係
機関などに協力をいただいた「地域福祉アンケート」
ですが、８月半ばまでに300枚ほど集まりました。
「中川区、こんなまちになったらいいな」を聞いて
いますが、色々な想いが浮かんできています。
　今後、９月に３回目の作業部会を予定しています
が、地域の皆さんの「想い」をぎっしり詰め込んだ
計画にするべく、検討を進めていきたいと思います｡

　前回のwelなかがわでも募集した「地域の底力を応援」助成事業について、一般に
公開するプレゼンテーション形式で行う審査会を、７月29日(月)の午後、中川区
在宅サービスセンターで開催しました。
　この形での助成事業は昨年度に引き続き２回目で、地域が抱える福祉課題を解決
するために先駆的・広域的な活動を行う事業を対象にした「はばたき助成」と、

地域福祉活動に対する「ささえあい助成」があり、
はばたき助成申請の５団体による５分間のプレゼン
テーション・質疑応答、ささえあい助成申請の17団体
による１分30秒以内のアピールが行われ、事前提出
書類とこの場での発表により審査が行われました。
　参加団体は、プレゼン・アピール終了後は、審査結果
が出るまで団体同士の交流会を行いました。自己紹介
ゲームをしながらお互いの活動情報を交換するなど、
和気あいあいとした時間を過ごしました。
　この審査会・交流会は、中川区で活動しているボラン
ティアグループ、サロン・サークル活動にはどのような
ものがあるか、お互い出逢い・知り合う機会を作る
こと、また財源としている賛助会費・共同募金など寄付をしていただいた方々に、
使いみちを知ってもらうことを目的として行われました。
　来年度も、もっと広く住民の方に参加してもらえるような事業にしたいと思います｡

　最終年度である今年度も、計画に関わる事業実施を
予定しています。今までも協働で取り組んで来た
「赤ちゃんとのふれあい体験」や「防災講座」などを､
市立工業高校で秋以降実施予定です。
　また、会議としては最後になる第10回計画推進
委員会を８月に行いました。最終評価として、２次
計画として実施できたこと・やり残したことなど
ご意見をいただきました。こちらも、３次計画に
反映させていく予定です。

地域福祉活動
計画ニュース

平成21年度から取り組んでいる「第２次地域福祉活動計画」も最終年度、併せて
平成26年度から取り組む「第３次地域福祉活動計画」も策定を進めています。

第３次地域福祉活動計画

〈お問い合わせ先〉 

 TEL：352-8257 FAX：352-3825 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

┴

(例) 「みんなで挨拶が交わせるまち」「子どもが遊べる場所があるまち」 

「災害に強いまち」「安心して暮らせるまち」 

┴

(例) 「挨拶をすれば、防犯対策にもなるから」「安全に子どもが遊べるところがないから」 

「災害になっても家族で対応できる自信がないから」「ひとり暮らしで不安だから」

┴

(例) ｢挨拶運動をする｣｢公園を花いっぱいにして作業しながら大人が見守り子どもが遊ぶ｣ 

「防災の勉強会を近所でする」「近所に相談窓口を作る」

　共同募金では、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、
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基本計画9 ボランティア登録者の拡大ボランティア登録者の拡大

　毎回、中川区社会福祉協議会のボランティアセンターに登録している
ボランティアをご紹介しているこのコーナーですが、今回取り上げる
のは『中川のさと　すずらん』です。歌謡舞踏や民謡などを得意と
し、老人ホーム、ケアハウス、地域のイベントなど、中川区内はもち
ろん区外でも活躍いただいているとても元気なボランティアです。
　｢見ている皆さんと、一緒に楽しい時間を過ごせたら」
と在宅サービスセンターで毎月、踊りの練習に励んで
います。
　是非、来てもらいたい、話を聞きたいなど、ご興味が
ある方は中川区社協までご一報ください。皆様のご連絡
お待ちしております。

支出
単位：円

中川区社会福祉協議会 平成24年度 収支決算

※人件費には、助成金収入・
　受託金収入の一部を
　あてています。

※（23賛助会費実績・24事業使用分）

人件費支出
56,048,748
49.1％

事業費支出
16,086,269  14.1％

助成金支出
17,387,886
15.3％

負担金支出
379,400  0.3％

借入金元金補償還金支出
159,000  0.1％

経理区分間繰入金支出
2,420,582  2.1％

積立預金積立支出
14,216,582  12.5％

事務費支出
7,354,590  6.5％

会費収入
12,969,258  10.5％

寄付金収入
664,634
0.5％

経営経費補助金収入
2,830,571  2.3％

助成金収入
51,250,243
41.3％

受託金収入
17,395,000  14.0％

貸付事業等収入
54,000  0.1％

事業収入
319,997  0.3％

共同募金配分金収入
8,723,858  7.0％

雑収入
4,556,417  3.7％

積立金取崩収入※
12,844,659  10.4％

経理区分間繰入金収入
2,420,582  1.9％
受取利息配当金収入
1,042,367  0.8％

前年度繰越金
8,980,398  7.2％

収入

［収入合計　124,051,984円］ ［支出合計　114,053,057円］

［収支差額（次年度繰越額）　9,998,927円］

単位：円

地域福祉推進協議会の活性化地域福祉推進協議会の活性化

『市営たかはた荘　～サロン発・助け合いの力を育てよう～』
　市営たかはた荘で4月から始まっている『元気クラブサロン』。毎月1回、いつも
参加者のみなさんの笑顔があふれています。また8月には毎年恒例の夏祭りが
開催され、多くの参加者が踊りや出店で盛り上がりました。これも「顔の見える
関係づくり」に一役買っていますね。9月からは中川区社協が実施している「家具
転倒防止耐震留具取付サービス」をご案内しながら住民お一人お一人の困り
ごとを聞き取るなど、新たな取り組みも検討されています。

『市営助光荘でサロンが始まります！』
　市営助光荘では昨年末に実施した「住民ふくし調査」の結果を元に、つどいや
交流会などの場で地域の中でお互いに助けあえる仕組みづくりについて話し合い
が行われてきました。そして「日頃からお互いの顔が見える関係」を作るために、
8月には「よっといで！助光荘」と題して青空市場や福引などの催しを開催。高齢
者の方も子どもたちもいっしょに楽しい時間を過ごしました。この取り組みは、
9月以降も毎月第一水曜日にサロン＋青空市場として継続していく予定です。

　ただいま９月までの前期の会で、みなさんがんばって活動中です。
　みつば会では、毎月参加者さんがプログラムを企画・提案する「参加
者企画」を行っていますが、今期は特に自主活動のきっかけづくりにし
ようと､「はじめの一歩企画」と名づけて、いろいろなプログラムに挑
戦しています。
　例えば「フォークダンス｣「３B体操｣「笑いヨガ｣「歌声喫茶」などな
ど。地域の講師やボランティア団体に依頼したり、地域の方にも参加を
呼びかけたりと、みつば会の参加者さん・はつらつサポーターさんの企
画力・情報収集力を大いに活かして、その会場らしいプログラムを工夫
しています。
　残暑はまだまだ続きますが、みつば会ではつらつと過ごしましょう。

　市内在住の65歳以上の方を対象に、介護予
防と仲間づくりに取り組む事業で、名古屋市の
委託事業「はつらつ長寿推進事業」の愛称で
す。中川区16
会場で実施し
ています。

基本計画8

２つの市営住宅で「顔の見える関係づくり」のための取り組みが進められています。

みつば会　　  後期が始まります！ 「みつば会」とは？

定員に満たない会場は、随時参加者を受付けています。
詳しくは中川区社協までお問合せください。

10 月〜

３B
体操

歌声
喫茶

　｢サマーボランティアスクール」は、毎年夏休みに区内在住・
在学の中高生を対象に、社会福祉施設でのボランティア体験を
する事業で、ボランティア活動を通して福祉への理解を深めて
いくことを目的としています。
　24回目を数える今回は、参加者の関心も高く、約300名の
方が参加しました。
　それぞれの活動先である、高齢者施設・障がい者施設・児童
施設などで、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。

下記のとおり、区内の多く
の施設が、地元の生徒さん
のためにと、日々の業務が
お忙しい中、ボランティア
の受け入れに協力してくだ
さいました。本当にありが
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　オーネスト戸田川　オーネスト千の音　有楽苑　松和苑　ラ･ファミリア　みず里
ラベンダー　シンセーロ　サポートセンターbeing小本　つゆはし作業所　わーくす昭和橋　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　めいせい喫茶なかよし　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　ひおき保育園　豊成保育園　松操保育園　篠原保育園　十番保育園　打出保育園　畑田保育園
中島保育園　東起保育園　和光保育園　正色第一保育園　正色第二保育園　みかづき保育園　正雲寺保育園　富田第一保
育園富田第二保育園　富田第三保育園　すみれ保育園　千音寺すみれ保育園　たかなし保育園　はとぽっぽ保育園

サマーボランティアスクールを開催しましたサマーボランティアスクールを開催しましたサマーボランティアスクールを開催しました

　参加者から感想を聞いてみると、「初めは緊張していたが、
だんだん慣れてきてコミュニケーションが上手に取れるようになり
楽しく過ごせました！」「教えられることやいろんな気づきが
あり、とても勉強になりました！」といった声も聞かれ、中には
夏休みの間にもう一度ボランティア活動をしてみたいという参加
者も見られました。
　それぞれの参加者が、このサマーボランティアスクールで多くの
喜びや感動を感じることができたのではないでしょうか。

地域の集会所で
踊りを披露

▼ ▼
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基本計画9 ボランティア登録者の拡大ボランティア登録者の拡大

　毎回、中川区社会福祉協議会のボランティアセンターに登録している
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支出
単位：円
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　受託金収入の一部を
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　参加者から感想を聞いてみると、「初めは緊張していたが、
だんだん慣れてきてコミュニケーションが上手に取れるようになり
楽しく過ごせました！」「教えられることやいろんな気づきが
あり、とても勉強になりました！」といった声も聞かれ、中には
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者も見られました。
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13,010,000円
●一般募金 12,642,000円
●歳末募金 368,000円

　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。
　集められた募金は、地域の福祉に役立てられます｡

　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。

６月３日　第１回策定委員会 ブログ（2013.8.7記事）でもご覧いただけます。

（平成26～30年度） （平成21～25年度）

ポールを使って活動説明

人形劇のボランティアグループのアピール

交流会では、色々な出会いが

審査員会の様子

平成25年度 目標額

がはじまります！

　10月からの１ヶ月間、市バ
スに広告掲載し、赤い羽根共
同募金をPRします。愛ちゃ
んと希望くんの載ったバス、
ぜひ見つけてくださいね！

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

赤い羽根募金箱設置にご協力ください！

第３次 地域福祉活動計画

中川区「地域の底力を応援」助成事業
公開プレゼンテーションによる審査会を開催しました！

第２次 地域福祉活動計画

　企業・商店のほか、地域のお祭り、イベントなどでの
募金箱設置にご協力ください！募金箱のほか、のぼり、
ポスターなどをご用意します。

市バスでもＰＲ！市バスでもＰＲ！

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。

共同募金共同募金のつかいみちのつかいみち
つながっています赤い羽根

ありがとうメッセージ（助成団体からのお礼のことば）

東日本大震災義援金
ご協力ありがとう
ございます

義援金は、中央
募金会を通じて
被災された方々へ
届けられます。

195件
8,992,378円
（平成25年8月16日現在）

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

中川区少年補導委員会

少年の非行防止における街頭補導・広報キャンペーン

祭礼行事等におけるキャンペーンで、地域による少年非行防止活動に参加
者が賛同し、区民にも協力を得ることができました。みなさまのご厚意に
感謝しています。

　｢非行の芽　はやめにつもう　みな我が子｣
(25年度スローガン）中川区少年補導委員会
では、少年の非行防止と健全育成、暴走族追放
等を目指し、区民の意識啓発に取り組んで
います。区内各地のお祭りやイベントでパト
ロールを行ったり、ショッピングセンターなど
では、スポーツクラブの子どもたちなども
参加してキャンペーンを実施したりと、地域
ぐるみで子どもたちの健やかな成長を目指す取り組みを行っています。

　５・６月に作業部会を、６月に策定委員会を実施し
ました。地域で活動しているそれぞれの委員さんの
意見は、本当に説得力があります。色々な意見をいた
だきました。
　また、委員さん・本会職員が事業の参加者・関係
機関などに協力をいただいた「地域福祉アンケート」
ですが、８月半ばまでに300枚ほど集まりました。
「中川区、こんなまちになったらいいな」を聞いて
いますが、色々な想いが浮かんできています。
　今後、９月に３回目の作業部会を予定しています
が、地域の皆さんの「想い」をぎっしり詰め込んだ
計画にするべく、検討を進めていきたいと思います｡

　前回のwelなかがわでも募集した「地域の底力を応援」助成事業について、一般に
公開するプレゼンテーション形式で行う審査会を、７月29日(月)の午後、中川区
在宅サービスセンターで開催しました。
　この形での助成事業は昨年度に引き続き２回目で、地域が抱える福祉課題を解決
するために先駆的・広域的な活動を行う事業を対象にした「はばたき助成」と、

地域福祉活動に対する「ささえあい助成」があり、
はばたき助成申請の５団体による５分間のプレゼン
テーション・質疑応答、ささえあい助成申請の17団体
による１分30秒以内のアピールが行われ、事前提出
書類とこの場での発表により審査が行われました。
　参加団体は、プレゼン・アピール終了後は、審査結果
が出るまで団体同士の交流会を行いました。自己紹介
ゲームをしながらお互いの活動情報を交換するなど、
和気あいあいとした時間を過ごしました。
　この審査会・交流会は、中川区で活動しているボラン
ティアグループ、サロン・サークル活動にはどのような
ものがあるか、お互い出逢い・知り合う機会を作る
こと、また財源としている賛助会費・共同募金など寄付をしていただいた方々に、
使いみちを知ってもらうことを目的として行われました。
　来年度も、もっと広く住民の方に参加してもらえるような事業にしたいと思います｡

　最終年度である今年度も、計画に関わる事業実施を
予定しています。今までも協働で取り組んで来た
「赤ちゃんとのふれあい体験」や「防災講座」などを､
市立工業高校で秋以降実施予定です。
　また、会議としては最後になる第10回計画推進
委員会を８月に行いました。最終評価として、２次
計画として実施できたこと・やり残したことなど
ご意見をいただきました。こちらも、３次計画に
反映させていく予定です。

地域福祉活動
計画ニュース

平成21年度から取り組んでいる「第２次地域福祉活動計画」も最終年度、併せて
平成26年度から取り組む「第３次地域福祉活動計画」も策定を進めています。

第３次地域福祉活動計画

〈お問い合わせ先〉 

 TEL：352-8257 FAX：352-3825 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

┴

(例) 「みんなで挨拶が交わせるまち」「子どもが遊べる場所があるまち」 

「災害に強いまち」「安心して暮らせるまち」 

┴

(例) 「挨拶をすれば、防犯対策にもなるから」「安全に子どもが遊べるところがないから」 

「災害になっても家族で対応できる自信がないから」「ひとり暮らしで不安だから」

┴

(例) ｢挨拶運動をする｣｢公園を花いっぱいにして作業しながら大人が見守り子どもが遊ぶ｣ 

「防災の勉強会を近所でする」「近所に相談窓口を作る」

　共同募金では、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、
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初めての方
もぜひ！

＝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。

編集・発行

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
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区内のイベントやボランティア情報案内、研修室の貸出などを行っています。
お気軽にお問合せください！

いきいき支援センターからのお知らせ ……… 5
共同募金委員会からのお知らせ ……………… 6
寄付のお礼 …………………………………… 6

 今号の
内容 今号の
内容

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。
イベント好きな方や、ボランティア経験者だけでなく、なにか新しいことにチャレ
ンジしてみたいなと思っている方なども大歓迎です！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。

と　き  平成25年10月20日日 10時～15時
ところ  中川区役所(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！ボランティアでふれあい広場を盛り上げよう！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～

 大好評のビンゴ大会もあるよ

入場無料！
今年は3年ぶ

りに

区役所で開催

中川区福祉ふれあい広場を開催します！ …… １
地域福祉活動計画ニュース ………………… ２
「地域の底力を応援」助成事業報告 ……… ２
ボランティア紹介 …………………………… ３
大規模団地等孤立防止事業 ………………… ４

はつらつ長寿推進事業 ……………………… ４
24年度収支決算 ……………………………… ４
赤い羽根共同募金運動がはじまります …… ５
いきいき支援センターからのお知らせ …… ６
寄付のお礼 …………………………………… ６

ボラン
ティア

募集

初めて
の方も

ぜひ！

●長谷川　晶美 様
●中川区地域女性団体連絡協議会 様
●その他　匿名

　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25回中川区福祉ふれあい広場」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
●模擬店：焼きそば、お好み焼き、フランクフルトなど
●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・
 メロディベル体験など
●遊びの広場：ゲーム、伝承遊びなど
●共同募金コーナー：水ヨーヨー風船釣りなど

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。

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。

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

第25回第25回

中川区福祉中川区福祉
ふれあい広場

全部体験

　　　すると
…!?

どんなことでもお
気軽にご相談を

問合せ・申込み・会場

■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
■西部いきいき支援センター　電話 ３５２－８２５８(本センター）　電話 ３６４－７２７３(分室）
　　・・・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

※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。

医師（物忘れ相談医）による
専門相談

医師（物忘れ相談医）による
専門相談

　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。

　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。

　いきいき支援センターは、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。

  タイトル 西　部 東　部
 ようこそ家族教室へ
 認知症を正しく理解しよう
 サービスについて知ろう
 関わりについて学ぼう
 介護体験を聞こう

 西　部 東　部  西　部 東　部

認知症高齢者家族支援事業のお知らせ認知症高齢者家族支援事業のお知らせ 無料無料

家族サロン家族サロン
認知症について学びます ～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～認知症について学びます ～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～

　認知症の方を介護している家族の方、
介護の体験談や日ごろの思いなどを話し
合い、リフレッシュしましょう♪

家族が認知症かなと思った時、
認知症高齢者を介護していて
困った時などは、一人で悩まず
ご相談ください。

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から2時間程度

開催時間 13:30から
 (1回1組30分程度)､３組まで
 ※西部の偶数月は15：00から
 ※東部の12月・2月は14：00から

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から2時間程度

事前にお申込みください。途中からの参加OK 個別相談です。事前にお申し込みください。

家族教室家族教室1 2 3

10/18（金）
11/15（金）
12/13（金）
 1 /17（金）
 2 /21（金）

10/25（金）
11/29（金）
12/20（金）
 1 /24（金）
 2 /21（金）

10/11（金）
11/15（金）
12/13（金）
 1 /31（金）
 2 /14（金）
 3 / 7 （金）

10/17（木）
11/19（火）
12/12（木）
 1 /16（木）
 2 /13（木）
 3 /18（火）

10/17（木）
11/21（木）
12/19（木）
 1 /16（木）
 2 /20（木）
 3 /20（木）

10/23（水）
11/27（水）
12/25（水）
 1 /22（水）
 2 /26（水）
 3 /26（水）

社協だより
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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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