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福祉施設交流会 を開催しました。

1月29日（水）、中川区役 所講堂にて『なかがわボランティア＆福祉施設
交流会』を開催しました。昨年度大好評だった『中川版ワールドカフェ方式』
（Welなかがわ第52号参照）を今年度も取り入れての開催とあって、参加申込数
は昨年度の2倍。およそ100名の申し込みがありました。
今回の内容は、昨年度の交流会でつながった成功事例の発表も加え、より
参加者の『つながり』が生まれるようにしました。お菓子を食べながら、お茶を
飲みながら、リラックスしての交流会。区内の施設・サロン・ボランティアの
方々が『つながり』を求めて、各テーブルで情報交換を行いました。交流会の
事例発表
最後はフリータイム。皆さんテーブルを離れ、声をかけ、話し込む姿が会場の
あちこちで見られました。中には意中の人がなかなか見つからず、
マイクで呼び出しを掛け、やっと出会えた方も。
そんな交流会の参加者の声はと言うと「顔が見えて話せてよかった。」「ご近 所でのつながりができそう。」
「つながりが7つも出来た」
「開催を年1回ではなく2回は無理？」など、うれしい声が多数ありました。

フリータイムには
あちこちで「つながり」が…。

「つながり」を求めて情報交換

今回のサブタイトル「出会って、話して、つながって、そして…」。この
「そして…」の後に続く言葉は参加者の方次第で色々な可能性を秘め
ています。今回の参加者には是非この交流会後の「そして…」の続きを
報告していただけたらと思います。参加者の皆さん、そして協力いただ
いた方々、
本当にありがとうございました。
基本計画9 ボランティアの活性化 ボランティアのネットワークづくりの支援
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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」の取り組みと、
平成26年度から取り組む「第３次地域福祉活動計画」の策定状 況について
お知らせします。

第３次地域福祉活動計画
第3次地域福祉活動計画の作業部会では、平成25年度から地域で活動して
いるボランティアさんや施設職員さん、保育園、区役所等の職員さんなど
30名以上の委員さんとともに地域の課題を知り、誰もが住みよい中川区に
していくための検討を行ってきました。
1月には、今まで議論を重ねてきた地域の皆さんの思いを体系的にまとめ､
中間報告という形で公表し、区民の皆さんにご意見を求めました。
去る2月6日(木)には、6回目となる最後の作業部会が行われ、いただいた

▲福祉講演会での中間報告

ご意見も参考にしながら、これまで各ワーキンググループで議論されてきたことを振り返り、今後5年間での
取り組み内容やスケジュール、そしてその取り組みを通してどんな地域を作っていきたいのかなどの最終確認を
行いました。
来年度からは、地域の皆さんと一緒に考えたこの活動
計画がスタートしていくわけですが、作業部会の委員さん
からは、｢我々の思いが詰まった活動計画ですので、これ
からも力を出し合っていきましょう！」と力強いお言葉
をいただきました。

第3次
地域福祉活動計画
取り組み

地域のつながりづくりのために
・地域の施設や空き店舗の活用
・孤立しがちな人の地域参加促進
・多様な交流機会の拡充・創出
・たまり場の増加と機能の充実
・地域住民の支えあい活動の充実

こんなことに
取り組む予定です！

地域の応援団づくりのために
・ボランティアの育成・支援
・学びあい・気づきあいの場づくり
・福祉に関する情報の収集・発信
・防災について考える機会づくり
・災害時に助け合える仕組みづくり

地域の社会資源・環境づくりのために
・気軽に相談できる場づくり
・支援が必要な人を支える資源の拡充
・企業等の地域貢献活動の促進
・関係機関・専門職の協議の場づくり

みつば会、若者パワー？! で元気はつらつ！
みつば会（高齢者はつらつ長寿推進事業）のプログラムのひとつに「異世代交流」があります。
地域の保育園や小学校の子どもたちとの交流をはじめ、中学校や高校などの職場体
験学習の受入れもその一環。交流を通してお互いの刺激になったり、また地域ぐるみ
の子育て支援につながればと思っています。
子どもさんたちにみつば会の会場まで来てもらったり、保育園や
小学校に出向くときもあります。一緒にあやとりやコマ回しなどの
昔ながらの遊びをしたり、みつば会の皆さんが得意な工作や手芸を
教えることも。そして子どもさんたちからは元気なパワーをもらって
▲育児中のお母さんに編み物を教える
います。
編み物カフェ』
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地域福祉推進協議会の活性化

大規模団地等における
孤立防止推進事業

「顔の見える関係づくり」を目標にそれぞれの団地で
特色ある取り組みが進んでいます。

『たかはた荘元気クラブサロン』

『友光(ゆうこう)サロン助光』

市営たかはた荘で月1回開催されている『たか
はた荘元気クラブサロン』。
9月には社協が実施している「耐震留具取付
サービス」の紹介をしていただき、ご利用へと
つながりました。また11月には近隣のお蕎麦屋
さんのご主人をお迎えして「そば打ち教室」が開催
されました。サロンを有効に活用して普段からの
つながりの輪とお困りごとへの対応の輪、２つの
輪が少しずつ広がっています。

青空市場の様子

こちらは9月から始まった、市営助光荘で毎月
第一水曜日に開催されている『友光(ゆうこう)サロン
助光 。
開催日には一般社団法人ボンマルシェdeファーム
さんのご協力で青空市場が開かれています。団地の
まん中でお買い物を、集会室の中ではお茶とお菓子
とおしゃべりを楽しんでいます。世話人の方が「みん
なに喜んでもらえることは何か」と毎回あれこれ
考えて運営しています。

そば打ち教室の様子

本事業ではこの２つの団地を対象に「住民同士の支えあい」を目指して活動してきましたが、現在策定
中の第3次地域福祉活動計画の中でも「住民の皆さんが主体となる地域の支えあい」を形あるものとして
いくことは、社協の重要な活動テーマの一つとして位置付けています。社協は今後も、地域における「支
えあい」の構築に向けて様々な取り組みを実施していこうと考えています。

異世代が生活の中で関わり
あうことが少なくなった昨今
ですが、みつば会の皆さんの
知恵と パワーを活かして、
様々な世代といろいろなかた
ちで関われる機会をつくって
いきたと思います。

▲保育園児との交流

▲子ども時代の話をするみつば会の皆さん

４月から、26年度前期のみつば会が始まります。
定員に満たない会場は、随時参加者を受け付けています。詳しくは本会までお問合せください。
市内在住の65歳以上の方を対象に、中川区16会場で、毎週手芸・工作など
の作り物や健康体操、レクリエーションなどを楽しみながら、介護予防と
仲間づくりに取り組む事業です。名古屋市の委託事業「高齢者はつらつ長寿推進事業」の愛称です。

「みつば会」とは？

3

▲中学生の職場体験
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赤い羽根共同募金 ご協力ありがとうございました！
平成25年度

赤い羽根共同募金 実績報告

一般募金
歳末募金

皆さんのあたたかいご協力により、今年も大きな成果をあげることができました。
お寄せいただいた募金は、中川区内の地域福祉事業、愛知県内の社会福祉施設の整備などに活用
させていただきます。ご協力ありがとうございました。

平成25年度 共同募金実績

12,008,914円
一般募金

………

歳末たすけあい募金

・家庭から ………………………7,504,737円
・会社から ………………………2,965,000円
・学校･幼稚園･保育園から ……… 598,506円
・職場から ………………………… 55,059円
・その他(イベント募金、赤い羽根協力店など)… 639,538円

11,762,840円
…… 246,074円

ヨシヅヤ太平通り店で、市立工業高校、
中川商業高校、富田高校をはじめ区内で
活動するボランティアさん達の協力を
得て、街頭募金を行いました。

11名のボランティアさんに
協力をいただき、区民まつり
で募金を呼びかけました。

東日本大震災義援金報告

東日本大震災義援金への
ご協力ありがとう
ございます

つながっています赤い羽根

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義援金は、

209件

9,129,162円

中川区共同募金会受入分
平成26年2月10日現在

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。

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。

名古屋市中川区保育協会「保育園児のつどい」
平成25年度の中川区保育園児のつどいが、11月６日（水）に中川区役所講堂で
開催されました。新年度からの就学を控えた年長児の子どもたち961人が、劇「もも
たろう」を一緒に楽しむとともに、「アイアイ」「ドレミの歌」などを、身振りを
交えて歌うなど、元気な声が講堂に響きました。また中川警察署のお巡りさんから
交通安全のお話を聞き、信号機の見方や横断歩道の渡り方などについてわかりやすく
学びました。

ありがとうメッセージ
（助成団体からのお礼のことば）

助成金を活用することで、中川区内の保育園児（年長児）が
一堂に会し、劇団による楽しい時間を過ごすとともに、他の
園の子どもたちとも交流を図ることができました。ありがとう
ございました。
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マスオさん？ 増岡さん？

福祉講演会を
開催しました！

1月21日(火)、寒い冬の日でしたが「福祉講演会
マスオさんの心づくり・健康づくり」を中川文化小
劇場で開催しました。
約250人の来場者へ、アニメ「サザエさん」マス
オさん役の声優増岡弘さんから、サザエさん一家か
ら気づかされた家庭円満の秘訣や、お仕事を通じて
感じた言葉の大切さや人の優しさなどをご講演いた
だきました。
講演後、サイン・セル画・台本と、著書「マスオ
さんが教えてくれたこと」をいただきました。増岡
さんありがとうございました。

ボランティア保険 加入のご案内
安心して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。

種

万一の事故に備えましょう！

活動保険

類

行事用保険
数日間の行事に参加する方

対象者

年間を通して活動する方

加 入
申込者

個人、グループ、
行事の主催者である団体、
特定非営利活動法人（NPO法人） グループ等

掛

金

補
期

償
間

＜Ａプラン＞ 250円
＜Ｂプラン＞ 300円
＜Ｃプラン＞ 350円
※天災に対応したプランも
あります。(330円〜）

＜Ａ型＞(宿泊を伴わない行事）
１日１名につき30円
※20名以上から加入可能
＜Ｂ型＞(宿泊を伴う行事）
1泊2日1名につき
243円※〜

＊３月10日(月)から平成26年度分の
加入を受け付けます。

※26年度から金額が変更になります。

加入の翌日から年度末まで

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。
http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/soumu/hoken.html

行事開催中

ボランティア保険

愛知

保険のお申込方法などにつきましては、中川区社会福祉協議会までお問い合わせください。

平成２5年度賛助会員加入状況報告

（平成２6年2月15日現在）

賛助会員にご加入をいただきありがとうございました。
皆さんにご協力いただいた賛助会費は、福祉活動やボランティア活動の推進、
高齢者のための福祉事業など、中川区の福祉のために活用させていただきます。

平成２5年度実績

（内訳）個人会員

7,249名

9,712,677円

法人会員

451名

2,072,000円

5

検索

Vol.55

2014.3

ご相談を
に
軽
気
お
も
どんなことで

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。

無料

認知症高齢者家族支援事業のお知らせ
1

2 医師（物忘れ相談医）による

家族教室

専門相談

認知症について学びます

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。

象 認知症高齢者 (65歳以上)

開催時間 西部15:00から

を介護するご家族
開催時間 13:30〜2時間程度

東部13:30から

1回1組
30分程度
３組まで

※西部5/16は15：00からとなります。

※東部5/8は14：00からとなります。

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。

西 部
4/11（金）
5/30（金）
6/13（金）
7/11（金）
8/ 8（金）
9/ 5（金）

タイトル
西 部 東 部
ようこそ家族教室へ 4/25（金） 4/18（金）
認知症を正しく理解しよう 5/16（金） 5/16（金）
サービスについて知ろう 6/20（金） 6/20（金）
関わりについて学ぼう 7/18（金） 7/18（金）
介護体験を聞こう 8/22（金） 8/22（金）

家族サロン
ひとりじゃない
〜みんなでお話しませんか〜

〜早期発見・早期治療が大切です〜

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。
対

3

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♪
対

認知症の方と関わっている方

象

(介護の有無は問いません）

開催時間 13:30 から

西 部
4/23（水）
5/28（水）
6/25（水）
7/30（水）
8/20（水）
9/17（水）

東 部
4/17（木）
5/ 8（木）
6/19（木）
7/ 8（火）
8/21（木）
9/ 9（火）

東 部
4/17（木）
5/15（木）
6/19（木）
7/17（木）
8/21（木）
9/18（木）

いきいき支援センターは、高齢者の皆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。

問合せ・申込み・会場 ※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。

■東部いきいき支援センター

電話 ３５４−８３４３

■西部いきいき支援センター

電話 ３５２−８２５８(本センター）

・・・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

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

寄 付 の お 礼

TEL(052)352‑8257 FAX(052)352‑3825

市バス｢荒子駅」
ザ・ビッグ
エクスプレス荒子店 ●

高畑

中川文化●
小劇場
荒子
公園

メールドレス

nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp
http://www.nakagawashakyo.jp

松葉公園

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

ホームページ

荒子観音

N

太平通

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）

八熊通

あおなみ線

454‑0875

中川
郵便局●

荒子一丁目

荒子

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。

名古屋市中川区社会福祉協議会

中川
区役所

地下鉄高畑駅
④番出口

悠々いきいき倶楽部高畑
日幸商事株式会社 様
株式会社玉越 様
その他 匿名

社会福祉法人

地下鉄東山線

寄付金および寄付物品は、中川区の福祉
の推進に有効に活用させていただきます。
（順不同）
ありがとうございました。

編集・発行
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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！

＝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。
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