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〜20年ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。〜
昭和26年に任意団体として区役所内に事務所を置いてスタートした中川区社会福祉協議会。
平成６年には社会福祉法人格を取得し、地域の各種団体・法人、住民の方に会員、賛助会員として、
また地域福祉の担い手としてご支援いただきながら、中川区の福祉を進めるために様々な取り組みを
行ってきました。
このたび、地域の皆さんへの感謝の気持ちをお伝えする20周年記念事業を行います。式典と地域
活動に興味を持ってもらえるような講演会を予定しています。ぜひご参加ください！

９月25日(木）午後1時30分〜3時30分

日時

平成26年

会場

中川文化小劇場（中川区吉良町178−３）

内容

第１部
第２部
第３部

参加費

無料

記念式典：感謝状贈呈 等（25分）
第３次地域福祉活動計画の報告（20分）
記念講演会（75分）

｢できることから始めよう
もっと気軽にボランティア〜私たちのまちなかがわ〜｣
講師：早瀬 昇さん（大阪ボランティア協会常務理事）
自分の住んでいるまちで 自分のできることを できる範囲で。
事例をまじえて楽しくお話ししてもらいます。

●定員：

250人（事前申込不要、当日先着順）

！
方もぜひ
初めての

内容
今号の

中川区社協法人化20周年事業 …………
赤い羽根共同募金運動がはじまります ……
｢地域の底力を応援」助成事業実施 ……
ボラセンだより……………………………
地域力の再生による生活支援推進事業 ……
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※ 手話通訳・要約筆記 あり

みつば会からのお知らせ …………………４
平成26年度事業計画・予算 ……………４
いきいき支援センターからのお知らせ ……５
第２６回中川区福祉ふれあい広場 ………６
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▲
SPコードを載せました。
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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、主に中川区の福祉のために役立てられます。
また、大規模な災害が起こったときの備えとして、一部が愛知県共同
募金会で積み立てられます。
平成25年度 募金総額

12,008,914円
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
赤い羽根データベース
『はねっと』
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

『赤い羽根協賛

共同募金は、翌年度の使いみちの計画をたて、募金を
募る仕組みです。
よりよい地域づくりのために、みなさまのあたたかい
ご協力をお願いいたします。
平成26年度 目標額

12,373,000円

児童生徒作品コンクール』

共同募金運動の一環として、小中
学生を対象とした書道、ポスターの
作品コンクールが行われます。
優秀作品については、右記の日程
で展示予定です。

9月30日㊋〜10月６日㊊ NHK名古屋放送センタービル1階(プラザ）
10月19日㊐〜11月２日㊐ 中川区役所1階
10月19日㊐は中川区福祉ふれあい広場開催時間、11月2日㊐は日曜窓口
開設時間に展示します。その他の土・日は展示しておりません｡）
※なお上記の場所以外での展示も現在調整中です。

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！
「地域の底力を応援」助成事業の審査会を、7月29日(火)に中川区在宅
サービスセンターで開催しました。
この事業は、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や、財源としている賛助会費・共同募金など
の使いみちを地域の方に知ってもらうことを目的として行っています。
助成には、地域が抱える福祉課題を解決するための先駆的・発展的な事業を
対象にした「はばたき事業助成」と、地域福祉活動に対する「ささえあい活動
申請団体によるプレゼンテーション
助成」の2種類があり、当日は、はばたき事業助成申請１団体、ささえあい
活動助成申請31団体によるプレゼンテーションと審査が行われました｡
また、審査結果が出るまでの時間、共同募金PR用の水ヨーヨー風船を使ったゲームをしながら、参加団体
同士が交流を深めました。
＜助成金交付決定団体（当日発表順）
＞
名古屋なかがわ災害ボランティアネットワーク／サークルすまいる／音訳ボランティア 櫻の会／音楽グループ 「九重群団仲良
し会」／おしゃべりサロン荒子／ハイビスカス昭和橋／子育て支援グループ じゃんけんぽん／多胎児子育てサークルひまわり
キッズ／カウピリ／知的障がいをもつ子と親のつどい｢かたつむりの会｣／おしゃべり同好会／地域ボランティア秋桜／琴美会／
みなと医生協八幡支部 半日サロン／中川子育て支援ボランティア ブーフーウー ／傾聴ボランティアみみちゃん／パンダＯＢ会
／ポップコーン／名西折紙サークル／みなと医療生協昭和橋支部 たまり場 よってって ／育ちあい広場 みじみじ／中川
マジック／点訳グループ・チューリップ／手話サークル 春の会／西前田健康クラブ ヒマワリ／中川フレンズ／クローバー・クラブ／
人形劇団 あっぷる ／ママスタート・クラブ中川／ふれあいの会／日本伝統文化茶道・華道ひまわりの会／江松ひまわり会
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このページでは、中川区社会福祉協議会で行っているボランティアセンター（ボラセン）事業について紹介します。

り
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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」は、夏休みに区内在住・在学の
中高生が、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。
今年で25回目を数えますが、相変わらず生徒さんの関心も高
く、今年も300名以上の申し込みがありました。今回は体験前の
事前研修に昨年度の参加者3名から｢やる気をもって」｢元気よく」
｢積極的に」など、活動するうえでのアドバイスなどを伝えてもら
いました。

高齢者施設・障がい者施設・児童施設など活動先では、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
いた生徒さんも、日が経つにつれ積極的に声をかける姿が見られま
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
喜びや感動を得ることができたのではないでしょうか。
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 あんのん 松寿苑 高杉共愛の里 第2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 b e i n g 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

ア
ボランティ
紹介

中川区社会福祉協議会のボランティアセンター（通称：ボラセン）に
登録しているボランティアをご紹介します

『琉球島うたバンド

ザ・ケッケレー』

今回取り上げるのは『琉球島うたバンド ザ・ケッケレー』。三線などの楽器と
唄で沖縄の島うたを演奏している団体で、活動を通じて琉球沖縄文化を地域へ
伝えています。区内の高齢者施設や夏祭りなどの地域のイベントで活躍して
い た だ いて おり、楽 し げ な 歌 声 と 演 奏 で、聞 い て い る 参 加 者 も 一 緒 に
カチャーシー（沖縄での踊りの振り）を踊り
だすこともしばしば。聞いた人々に元気な
エネルギーを与えてくれるような魅力的な
演奏で会場を盛り上げています｡
是 非 、来てもらいたい 、もうすこし話を
聞きたいなど、ご興味がある方は本会まで
ご一報ください。皆様のご連絡お待ちして
います。
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「地域力の再生による生活支援推進事業」が始まります！
本会では平成26年度から名古屋市から
の委託を受けて「地域力の再生による生活
支援推進事業」(以下｢地域支えあい事業｣)

地域支えあい活動連絡会議
地域福祉推進協議会を中心に関係機関と協働して構成します。

を実施します。
近年、家族環境の変化などに伴い社会的
な孤立の問題をはじめ、地域で暮らす方々

○内容 ・地域の高齢者などの生活課題の把握
・生活課題を解決するための支援方法の検討
・ボランティアポイントを付与する活動の認定 など

の生活課題は多様化し、深刻化している状
況にあります。このような中、誰もが安心
して暮らせる中川区を目指すためには、
より一層の住民同士の つながり"と 支え
あい が必要となってきます。
本会では、「地域支えあい事業」を区内

困りごと相談
窓口の設置

３学区で実施し、地域住民の皆さんと話し
あいながら、ちょっとした困りごとなどを
住民相互で助けあう仕組みやその仕組みに

ボランティア
ポイント制度

皆さんの身近な場所に気軽に
相談できる「困りごと相談所」
を設置し、ボランティアや関
係機関と協働して解決に結び
つけます。

参加する多様な世代のボランティアの育成
を推進していきます。

地域支えあい活動連絡会議
で認定された活動に対する
ボランティアポイントを付
与します。

中川保健所で
挑戦！
おとこの料理に

みつば会、男性もがんばってます！

サロンや自主グループなどへの男性の参加が少ないのは、どこも悩みの種・・・ですが、
男性の参加を盛り上げようと、みつば会の男性たちが、がんばっています！ 「クローバー
クラブ」という自主グループも発足し、毎月定例会を開いて、ウォーキングや施設見学
などの交流活動をはじめ、イベントへの協力や本会のボランティアセンターに寄せられる
ボランティア活動にも参加！と、活動の幅を広げています。
「みつば会」 名古屋市の委託事業「はつらつ長寿推進事業」の中川区での愛称で、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んでいます。
とは？

みつば会では、随時見学を受け付けています。男性の参加もお待ちしています！ 詳しくは本会までお問合せください。

中川区社会福祉協議会 平成25年度 収支決算
その他の収入

［収入合計 125,129,035円］

7,500 0.01％

積立金取崩収入※

前年度繰越金

12,354,258 9.87％

借入金元金補償還金支出

9,998,927 7.99％

経理区分間繰入金収入

3,000 0.01％

会費収入

2,500,000 2.00％

12,405,677 9.91％

受取利息配当金収入

寄付金収入

1,053,266 0.84％
雑収入

［支出合計 115,275,050円］

経理区分間繰入金支出

370,675 0.30％

4,882,905 3.90％

共同募金配分金収入

経営経費補助金収入

2,847,558 2.28％

収入

7,872,008 6.29％
貸付事業等収入 3,000 0.01％

402,700
0.35％
17,322,800
15.03％

助成金収入

53,123,171
42.45％

事業費支出

15,277,002
13.25％

受託金収入

17,395,000 13.90％

315,090 0.25％

※（24賛助会費実績・25事業使用分） ［収支差額
（次年度繰越額）
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14,107,993 12.24％

負担金支出

助成金支出

単位：円

事業収入

積立預金積立支出

2,500,000 2.17％

9,853,985円］

支出

人件費支出

58,364,401
50.63％

単位：円

※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。
事務費支出

7,297,154 6.32％
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いきいき支援センターからのお知らせ

いつまでも住み慣れた地域で
くらし続けるために

〜地域ケア会議 本格始動〜
［会議の組織図］

区地域包括ケア
推進会議

→…情報の伝達

孤立防止（虐待防止）
ネットワーク部会

虐待支援
会議

虐待
モニタリング
会議

市高齢者施策
推進会議

地域課題
抽出部会

エリア別
地域ケア
会議

高齢になっても、住み慣れた地域でくらしつづ
けるための様々な課題を検討する会議（
「地域ケ
ア会議」
）を中川区では左図のような組織体制で
行うこととなりました。
一人ひとりの高齢者の生活課題から、地域の課
題を見つけ出し、地域住民の方と一緒に解決した
り、新たなサービスを開発したり、名古屋市へ提
言したりしていきながら、少しでも高齢者のくら
しやすい中川区にしていきたいと思います。

認知症
専門部会

ケアマネ
サロン

………

（その他会議）

6月20日に開催された地域包括ケア推進会議の様子

どんなことでもお気軽にご相談を
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

家族教室
認知症について学びます

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。
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

西部のみ、②は１５：００の開催となります。

事前にお申込みください。途中からの参加OK

タイトル
西 部 東 部
①ようこそ家族教室へ 10/17（金） 10/17（金）
②認知症を正しく理解しよう 11/21（金） 11/28（金）
③サービスについて知ろう 12/19（金） 12/19（金）
④関わりについて学ぼう 1 /16（金） 1 /16（金）
⑤介護体験を聞こう 2 /20（金） 2 /20（金）

2 医師（物忘れ相談医）による
専門相談

3

家族サロン

〜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〜

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。

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♪

開催時間 西部／15:00 から

東部／13:30 から

(1回1組30分程度)､３組まで

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

個別相談です。事前にお申し込みください。

西 部
東 部
10/24（金） 10/16（木）
11/ 7（金） 11/18（火）
12/ 5（金） 12/16（火）
1 /23（金） 1 /15（木）
2 /13（金） 2 /12（木）
3 / 6（金） 3 /17（火）

西 部
10/22（水）
11/19（水）
12/24（水）
1 /28（水）
2 /25（水）
3 /25（水）

東 部
10/16（木）
11/20（木）
12/18（木）
1 /15（木）
2 /19（木）
3 /19（木）

▼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。
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

・・・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
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中川区福祉ふれあい広場

第26回

〜いこまいわくわくカーニバル〜
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26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｡
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平成26年
月
日 10時〜15時
ところ 中川区役所(小雨決行、荒天時中止）
と

き

模擬店

遊びの広場

バザー

焼きそば、
お好み焼き、
フランクフルト、
五平餅 など

各種ゲーム
伝承遊び など

障がい者の
手作り品、
日用雑貨など

ステージ

ふれあい大合唱
豪華ゲストステージ
やんちゃ太鼓
G・ぶんだりーか
手話コーラス
大ビンゴ大会 など

ィア
テ
ン
ボラ

募集

も
の方
て
初め ひ！
ぜ

福祉体験
スタンプラリー
手話・点字の体験、
メロディベル体験 など

大ビンゴ大会も
あるよ！
！

全部体験すると
あめ玉つかみどり!

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。
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 と 思 っ て い る 方 も 大 歓 迎 で す ！ や っ て み た い と い う 方は
本会(電話:３５２−８２５７）まで、ぜひご連絡ください。

寄 付 の お 礼

社会福祉法人

TEL(052)352‑8257

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

FAX(052)352‑3825

荒子観音

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

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

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

中川区地域女性団体連絡協議会 様
株式会社玉越 様

編集・発行

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
（平成26年5月〜8月）
いただきます。ありがとうございました。

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。

最後に
景品が当たる

太平通5

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。

6

「Welなかがわ」は、再生紙を使用しています。

