社 協 だより

ウェル

編集・発行

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

オレンジカフェ（認知症カフェ）に 第60号
おじゃましました！

発行／2015.6

４月24日(金)に小規模多機能施設(※1)ハーデン一色の２階フロアでオレンジカフェ(※2)が開催されました｡
当日は認知症の方やそのご家族、地域の民生委員さんなど13名が参加されました。ボランティア
によるオカリナの演奏をBGMに、春の唱歌を一緒に歌ったり、好きな曲をリクエストしたりと、
参加者同士、自然に交流がすすみました。また、折り紙による交流も行なわれ、和やかな時間を過ご
すことができました。
管理者の山根様にお話を伺うと、声掛けやチラシの回覧など地
域住民の協力もあり、少しずつ地域の方も参加されるようにな
り、施設の職員や利用者にもあいさつや声掛けをしてくれるよう
になったそうです。
今後は自宅で家族と一緒に暮らしている認知症の方やご家族の
方にもっと参加していただき、地域住民と一緒にお茶を飲みなが
ら自然に交流することで、お互いに理解を深めていく場所を提供
していきたいというお話でした。
ハーデン一色のオレンジカフェは、原則毎月第4金曜日の午後2時
から3時半まで、開催時間中は出入り自由となっていますのでお気軽
にお出かけください｡
また、中川区内の他の場所でも認知症
カフェが広がりつつあります。興味・関心が
ある方は、いきいき支援センターまでお問い
合わせください。
※１

小規模多機能施設：介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することができるように、利用者の状態や必要
に応じて、
「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の３つのサービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。
※２ オレンジカフェ：「認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場」です。国が策定した「認知症施策推進５か年計
画（オレンジプラン）」では、
「認知症の人やその家族等に対する支援として、認知症カフェの普及などにより、認知症の人やその家族
等に対する支援を推進する」と位置づけています。

お問い合わせ

今号の内容

西部いきいき支援センター
東部いきいき支援センター

「オレンジカフェ
（認知症カフェ）」 …………
平成２７年度事業計画・収支予算 …………
第３次地域福祉活動計画ニュース ………
在宅サービスセンターご利用案内 ………
家具転倒防止耐震留具取付サービスのご案内…
地域の相談窓口から〜「地域支えあい事業」…

電話 352-8258(本センター） 電話 364-7273(分室）
電話 354-8343

1 なかがわボラセンだより …………………
2 賛助会員募集 ……………………………
3 「地域の底力を応援」助成事業のご案内 ……
3 サマーボランティアスクール参加者募集 ……
4 寄付のお礼…………………………………
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▲
SPコードを載せました。
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中川区社会福祉協議会

平成27年度

事業計画

●は賛助会費を財源とした事業です。 ★は共同募金配分金を財源とした事業です。

❶地域福祉推進事業

❺児童福祉事業

●★地域福祉推進協議会活動への助成・支援
・地域力再生による生活支援推進事業（市委託事業）の実施
●★公開プレゼンテーションによる地域福祉活動への助成
●福祉のまちづくり研修会の開催【新規】
・高齢者等サロンの整備等推進事業（市委託事業）の実施【新規】
●緊急時安否確認（鍵預かり）
モデル事業の実施【新規】

★子ども会、保育所、留守家庭児童育成会等実施事業への助成
●子育てサロン・サークル活動への支援
子育て支援ネットワーク連絡会への参画

❻低所得者福祉事業
生活福祉資金の貸付（愛知県社協委託事業）

❷ボランティア活動の推進

❼福祉団体への助成事業

ボランティアセンターの運営
(ボランティアに関する相談、ボランティア活動保険の受付等）
●サマーボランティアスクールの開催
★初級手話講座の開催
学校等における福祉教育への支援
●災害ボランティアグループの活動支援

★民生委員児童委員協議会始め福祉関係団体等実施事業への助成

❽中川区在宅サービスセンターの運営
研修室・ボランティアルームの貸出
ボランティアルームのコピー機貸出

❸高齢者福祉事業

❾広報啓発事業

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業(市委託事業)の実施
●ふれあい給食サービス事業への助成・支援
●★ひとり暮らし高齢者等に対する寝具洗濯乾燥サービス事業の実施
●耐震留具取付サービス事業の実施
●学区敬老行事への助成
★老人クラブ実施事業への助成
●車いす・車いす対応車・福祉用具等の貸出

●★広報誌「Welなかがわ｣の発行
●ホームページの運営
ブログ｢なかがわ和輪話(わわわ)｣の運営

❿第3次地域福祉活動計画の推進
●｢なかがわ福祉まごころプラン3｣の実施

❹障がい者福祉事業

⓫その他の取り組み

●★中川区福祉ふれあい広場の開催
★障がい者(児)関係団体実施事業への助成
障害者地域自立支援協議会への参画

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動への協力
中川区西部いきいき支援センター・中川区介護保険事業所への運営協力

平成27年度 収支予算
積立金取崩収入
（前年度賛助会費取崩）
12,265 10.4％

前年度繰越金

11,000 9.3％

総合計

会費収入

11,904 10.1％

次年度賛助会費事業積立

11,265 9.5％

寄附金収入

250 0.2％

その他
（雑収入・利息等）
6,035 5.1％

118,391,000円
地域福祉基金積立 200
修繕等積立 201

0.2％
0.2％

その他(予備費等)

広報・啓発事業

13,611 11.5％

1,721 1.5％
福祉団体への助成事業

1,894 1.6％

共同募金
配分金収入

低所得者福祉事業

収入

7,592 6.4％

単位：千円

貸付事業収入
200 0.2％

経常経費
補助金収入

51,655
43.6％
事業収入

339 0.2％

受託金収入

17,151

14.5％

人件費

支出

1,536 1.3％

52,818
44.6％

単位：千円

障がい者(児)
福祉事業

2,446 2.1％
児童福祉事業

1,734 1.4％
高齢者福祉事業

ボランティア
活動推進事業

12,644 10.1％ 728 0.6％

2

事務費

7,593 6.4％
地域福祉推進事業

10,054 8.5％
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第３次
地域福祉活動計画ニュース

住民の皆さんと一緒に地域福祉を推進する平成26年度〜30年度の
「なかがわ福祉まごころプラン3」ですが、1年目の調査やアンケート
実施を受け、2年目は具体的な取り組みを進めます。

「助けあいの風土づくり」をめざして〜

福祉教育の取り組みをすすめています！
中川区社会福祉協議会では、地域で暮らしている障がい者の方を講
師として、障がい者の方を支援しているボランティアさんや福祉体験
学習をサポートしてくださる福祉体験サポーターさんとともに、区内
の学校や地域の集まりなどで福祉教育を実施しています。
第3次地域福祉活動計画では、ボランティアの育成・支援を重点項目
に掲げており、福祉のまちづくりをすすめるためには、まずお互いを
知り、認めあえる機会が必要です。福祉教育は、助けあいの風土づく
りをすすめる土台となる取り組み、と考えています。
26年度は区内の小・中学校、高校や地域の催しなどで約30件の
福祉体験学習を実施し、今年度もたくさんの依頼をいただいています。
点字・手話体験、高齢者疑似体験などを行い、障がいのある方等と
の交流を通して、自分とは違う立場の人の気持ちや暮らしを理解し、
さらに自分たちに何ができるのか、自ら考えて行動できるように…
福祉教育の取り組みをすすめていきます！

福祉体験学習のご相談のほか、福祉体験学習に一緒に取り
組んでくださる講師や福祉体験サポーターも募集しています！

中川区在宅サービスセンター

絶賛貸し出し中！

～地域福祉の拠点として、ご活用ください♪～
中川区在宅サービスセンターは、平成22年4月から

点訳室

地域福祉の総合的推進拠点として本会が運営しており、
研修室・調理室、本会にボランティア登録している団体が
利用できるボランティアルーム（コピー機設置(有料))、
点訳室･録音室の貸出を無料で行っています。詳しくは

多目的トイレ

男性トイレ

女性トイレ

ホール
廊

下

相談室1

研修室１

社協へお問い合わせください。

録音室

連絡調整室

北出入口

事務室

地域福祉向上のための活動をする団体などを対象に、

ボランティアルーム

(訪問看護ステーション
ケアマネージメントセンター)

研修室２

調理室

18 名

12 名

相談室2

社協は、地域の福祉活動を応援しています。当センター
をぜひご活用ください｡
なお、
センターの地図は､
裏 表 紙 ６ ペ ー ジ をご 覧
ください。

研修室1･2と調理室の３部屋を
つなげて利用できます。

3

南出入口

18 名

調理室には、調理台が１つあります。
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家具転倒防止耐震留具取付サービス

自分の身は自分で守る！できるところから大地震への備えをしましょう！
大規模な地震により家具が転倒すると、その下敷きになってケガをしたり、逃げ道を
ふさがれて、避難ができなくなってしまいます。大地震が起きた際の家具の転倒を防
止するために、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。

中川区に在住の下記の世帯かつ前年の所得が一人あたり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

対象

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、(公社)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(見積無料)

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。

費

工事代は無料。（金具などの材料費は申込者負担）

用

申込方法
注意事項

本会の窓口または電話でお申し込みください。

＊地域の皆さまにご協力
いただいた賛助会費を
財源としています。

（ただし、土・日・祝日を除く午前９時〜午後５時）
・実際の取付作業は、(公社)名古屋市シルバー人材センターの会員が行います。
・作業の内容によっては、お引き受けできない場合がございます。
・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。
・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。

地域支えあい事業
リポート！

相談窓口を通じて把握した生活上の困りごとを、住民同士の助けあい
活動や専門職・関係機関との連携によって解決し、住民の中で支援が
必要な方を支える仕組みをつくる事業です

平成26年10月から3学区で「ご近所ボランティア」さんが活躍しています。

常磐学区
こんな相談に
対応して
います。

は 、ご近
ゴミ回 収 日に
さん が
ア
ィ
所ボランテ
、ゴミ
ら
て
が
歩
朝の散
袋を
ミ
収 集 場 所 にゴ
。
す
ま
出してい

た
道 路にはみ 出
の
人
５
を
木
桜の
で
ボ ラ ン ティア
袋
ミ
ゴ
、
カットし
。
た
し
ま
め
に詰

常磐学区相談窓口
★開設日：毎週水・金曜日 9〜12時
★開設場所：常磐コミュニティセンター
★相談電話番号：052-363-1255
070-5332-1255

昭和橋学区相談窓口
★開設日：毎週月・木曜日 9〜12時
★開設場所：昭和橋コミュニティセンター
★相談電話番号：070-5336-1244

千音寺学区相談窓口
★開設日：毎週火・木曜日 10〜13時
★開設場所：富田北地域センター２Ｆ和室
★相談電話番号：070-5336-1266

上記学区にお住まいでお困りごとのある方は、相談窓口までご連絡ください！
また、困りごとの解決をお手伝いしてくださるボランティアさんも大募集です！
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このコーナーでは、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。

なかが

より
ボラセンだ

こじょうかい

ア
ボランティ
紹介

中川鯱城会・中川鯱城会ボランティアグループ

『中川鯱城会』は、中川区に住んでいる「高年大学鯱城学園（管理団体：名古屋市社会福祉協議会）」のOB・
OGによって組織されています。
『中川鯱城会ボランティアグループ』は、その中の有志の皆さんです。グループの
活動内容は多岐に渡り、名古屋市の違反広告物追放推進員としての活動や、清掃活動、施設訪問などを定期的に
行っているほか、中川区社会福祉協議会が行うイベントでも毎年運営のお手伝いをしていただいています。
５月１３日に、鯱城会の皆さんが中心となって運営する高年大学の行事「地域ミーティング」が行われました。
中川区在住の鯱城学園新１年生（30期生）31名が自己紹介を行ったほか、中川鯱城会、中川区社会福祉協議会
からそれぞれの活動を説明しました。
高年大学が設立された目的のひとつが「地域活動の核となる人材の
養成」ですが、地域団体役員や施設訪問ボランティアとしてすでに地域
で活躍している人もいれば、まだこれからという人もいました。これから
2年間、楽しい 学生 生 活を送りながら、卒 業 後 の地 域活動のことを
学んでいってほしいですね。
中川鯱城会や中川鯱城会ボランティアグループ、その他のボランティア
違反広告物の
地域ミーティング
活動については、ボランティアセンターまでお問い合わせください。
撤去作業

ボランティア募集情報

本会事業にご協力いただいている区内福祉施設の
ボランティア募集状況をご紹介します。

高齢者施設

児童施設

デイサービスセンター西日置フラワー園

松寿苑(しょうじゅえん)

中川保育園
（http://nakagawa-ns.com）
中川区荒江町１３番３号
月〜金曜日 16:00〜18:00
乳幼児の保育。安全を確保しながらいっしょに遊ぶ
曜日・時間は相談に応じます

電話 361-0824 ＦＡＸ 353-3358
社会福祉法人西垣福祉会

打出保育園

中川区打出１丁目１６６番地
月〜土曜日 9:30〜18:00 希望日・希望時間
子どもの保育
（０才〜６才）
子どもと楽しく過ごしてみませんか
少しですがお礼させていただきます

電話 361-1601 ＦＡＸ 353-4406

中川区中須町２３５
月〜土曜日 １０〜１５時
時間は希望に合わせます
お年寄りとの
コミュニケーション
施設内の清掃活動
タオルと洗濯物たたみ
その他相談に応じます

電話 363-0800
ＦＡＸ 354-0600

（http://www16.ocn.ne.jp/〜ﬂoweren/）
中川区西日置町１０丁目１０７番地
月〜土曜日 10〜１６時（時間応相談）30分でもOK
喫茶コーナーのお茶出し／話相手／将棋
小物作り／カラオケ（曲入れ等）／園芸 等

電話 363-8722 ＦＡＸ 363-8723

特別養護老人ホーム・フラワー園
（http://www16.ocn.ne.jp/〜ﬂoweren/）
中川区尾頭橋４丁目１０番１８号
月〜日曜日 9〜１６時
車いすの修理、整備／傾聴／浴後ケア 等
活動日や活動時間は相談に応じます

電話 321-2251 ＦＡＸ 321-8013

障がい者施設

サポートセンター ｂｅ
ｉ
ｎｇ小本(びーいんぐ こもと)

中川区小本一丁目２０番３７号
月〜土曜日、施設で行事のある日曜日 １０〜１６時
利用者の散歩等の介助（活動日の時間等は、相談の結果決めて頂きます）

電話 361-9881 ＦＡＸ 361-9883

ご興味のある方は、中川区社会福祉協議会までお問い合わせください。

平成27年度

賛助会員募集＆ 平成26年度 実績報告

１口

26

賛助会費収入額
内訳

1,000円
法人・団体会員 １口 5,000円
個人会員

年度実績

年会費

中川区社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりをすすめるために賛助会員を募集
しています。皆さまからご協力いただいた賛助会費は地域の様々な福祉活動に活用させていただきます。

11,264,488円

個人会員 6,628件
法人会員
433件

9,301,488円
1,963,000円

本年度もみなさまのご理解と
※賛助会費は強制ではありません。本会趣旨にご賛同
あたたかいご協力をよろしくお願いいたします。 いただける皆さまのご協力をお願いいたします。
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中川区「地域の底力を応援」助成事業のご案内
住民の方が取り組んでいる福祉活動やボランティア活動に対し、
地域の皆さんからいただいた共同募金や賛助会費を財源に助成をする事業です。
助成対象

中川区内で、6ヶ月以上福祉活動に取り組んでいるNPO法人、ボランティアグループ・サロンなど
(本会から他の助成を受けているまたは予定の団体は除きます)

助成種類

①はばたき事業助成(先駆的･発展的事業助成）………１団体(1事業）あたり 100,000円(上限)
②ささえあい活動助成(住民参加型福祉活動助成)……１団体 20,000円(上限）

申請方法

７月6日(月)までに、所定の様式に必要事項をご記入のうえ必要書類を添えて、
中川区社会福祉協議会へお申し込みください。
事業案内や申請書は、社会福祉協議会や区役所などの公所にあります｡
また、本会ホームページからダウンロードできます。詳細は、そちらをご覧ください。

審査方法

書類・公開プレゼンテーションによる審査
平成27年７月27日(月）13:30〜 中川区在宅サービスセンター
※審査員へのアピールタイムが設けられますので、必ずご出席ください。

学生の
！
皆さん

サマーボランティアスクール参加者募集！
夏休みを利用して、社会福祉施設でボランティア活動をしてみませんか？
ボランティアに興味のある方は是非この機会にご参加ください。

活 動 先 区内社会福祉施設（デイサービス・特別養護老人ホームなどの高齢者施設・作業所などの障がい児者

施設・保育園などの児童施設）
活動期間 ７月27日(月)〜８月21日(金)までの４週間のうち、原則として同一週の５日間。
参加対象 中川区内在住または在学の中学生・高校生

連続５日間の活動が可能で、事前研修会(7／21)･事後研修会(8／31)に必ず参加できる方
参 加 費 無料（ただし、ボランティア保険料250円と交通費・昼食代は各自負担。

また、児童福祉施設などで活動する場合は、検便代150円が必要です)。
申込方法

６月19日(金)までに、参加募集チラシ添付の所定の参加申込書にご記入の上、郵送、FAXまたは
窓口でお申し込みください。募集チラシは、各学校や社会福祉協議会、区役所などの公所にあります｡

寄 付 の お 礼

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

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

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

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。
ありがとうございました。
（平成2７年１月〜5月）

社会福祉法人

地下鉄東山線

名古屋ヤクルト販売株式会社 様
髙島 繁彰 様
株式会社玉越 様
その他 匿名

編集・発行

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。

