
＝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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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！

▲
SPコードを載せました。

 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。

　中川区社会福祉協議会では、サロンの場所探し、開設や運営の
方法、資金の問題、PRの方法などの相談を受け付けています。
これからサロンをやってみたいなという方、運営していてわか
らないことやお困りのことがありましたらどんなことでも構い
ませんのでお気軽にご相談ください。あなたの「サロン活動」
を応援します！

　「ふれあい・いきいきサロン」とは、家に閉じこもり
がちな高齢者や、障がいのある方、子育て中の親子など
地域住民のみなさんが、身近な場所に集まって気軽に
楽しくふれあいを深め交流する活動です。中川区内に
おいても、各地でふれあい・いきいきサロンが多数開催
されています。
　名古屋市・区社会福祉協議会では、今年度より名古屋市
からの委託を受け、サロンの開設、運営費用の一部を
助成する事業が始まりました。

なお、助成金については、中川区社会福祉協議会までお問い
合わせください。
みなさんの地域でもぜひサロンの輪を広げましょう！

と　き 平成27年10月18日日 10時～15時
ところ 中川区役所 富田支所(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！

第27回 中川区福祉ふれあい広場開催!!

イベントのお手伝いをしてくれるボランティア大募集

育児の情報交換・交流など行っています。

高齢者だけでなく様々な年代の方々の
なかまづくりの場になっています。

やってみませんか？ふれあい・いきいきサロン…… １
赤い羽根共同募金がはじまります……… ２
「地域の底力を応援」助成事業………… ２
なかがわボラセンだより………………… ３
平成26年度収支決算 …………………… ３

●中川区地域女性団体連絡協議会 様
●東明観光株式会社(ジール東中島店) 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27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｡

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 の お 礼寄 付 の お 礼

第３次地域福祉活動計画ニュース …………４
地域の相談窓口から～「地域支えあい事業」 ……４
いきいき支援センターからのお知らせ……５
第27回中川区福祉ふれあい広場 ………６
寄付のお礼…………………………………６

入場無料

●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：侍 前田利家ONDO･舞人／名古屋市立工業高等学校音楽部 ブルーボーンジャズオーケストラ

●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：水ヨーヨー風船など

全部体験した方には

景品プレゼント！

と　き　平成27年10月18日日 10時～15時
ところ　中川区役所　富田支所（小雨決行、荒天時中止）詳しくは６ページで！

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。
東明観光株式会社(ジール東中島店)様より、中川
区内で活動するボランティアグループ・団体、サロ
ンなどの地域福祉活動に役立てて欲しいとの意向
で、定期的にお菓子を寄付していただけることに
なりました。今後、色々なグループに声かけをしな
がら、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５月～8月）

ボランティア募 集

ふれあい・いきいきサロンふれあい・いきいきサロン
やってみませんか？

子育てサロン

共生型サロン

景品が当たる
お楽しみ抽選会も

あるよ！！

景品が当たる
お楽しみ抽選会も

あるよ！！

初めての方もぜひ！

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。

社会福祉法人名古屋市中川区社会福祉協議会
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いきいき支援センターからのお知らせ

“どんなことでもお気軽にご相談を”“どんなことでもお気軽にご相談を”

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！

問合せ・申込み・会場

■東部いきいき支援センター　中川区八幡本通二丁目２７ コーポ中野１階　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　中川区八幡本通二丁目２７ コーポ中野１階　電話 ３５２－８２５８
■西部いきいき支援センター分室　中川区春田四丁目１１９ プリマヴェーラ１階　電話 ３６４－７２７３
　・・・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

　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。

①ようこそ家族教室へ

②認知症を正しく理解しよう

③サービスについて知ろう

④関わりについて学ぼう

⑤介護体験を聞こう

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（憩いの場）

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

認知症サポーター養成講座

認知症の人や家族の方の応援団になりませんか
　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♪

　住み慣れた地域で認知症の人や家族の方を支援
する正しい知識や心がまえを学ぶ講座です。

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 13:30～15:30 
　 （西部のみ、②は１５：００の開催となります。）

開催時間 西部／15:00～　　東部／13:30～
 (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 13:30～15:30

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。

開催時間 西部／13:30～15:00　　東部／14:00～15:30
定　員 15名

※出張講座もご相談の上対応させていただきます。
★1/15（金）は分室で開催。

※分室でも家族交流会（やすらぎの会）として11/19(木)、1/21(木)、
　3/17(木)に開催します。（開催時間：13:30～15:00）

家 族 教 室

10/23（金）

11/20（金）

12/25（金）

 1 /22（金）

 2 /19（金）

10/16（金）

11/20（金）

12/18（金）

 1 /15（金）

 2 /19（金）

10/9（金）
11/13（金）
12/11（金）

1 /8（金）
 2 /12（金）
 3 /18（金）

10/22（木）
11/19（木）
12/15（火）

 1 /28（木）
 2 /23（火）
 3 /25（金）

西部（本センター） 東　部
10/28（水）
11/25（水）
12/16（水）

1 /27（水）
 2 /24（水）
 3 /23（水）

10/15（木）
11/19（木）
12/17（木）

 1 /21（木）
 2 /18（木）
 3 /17（木）

西　部 東　部
10/16（金）
1/ 15（金）
－－－－　 

10/26（月）
12/21（月）
  2/22（月）

11,499,841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、募金額の一部が愛知
県共同募金会で積み立てられます。

　中川区「地域の底力を応援」助成事業の審査会を、７月27日(月)に
中川区在宅サービスセンターで開催しました。
　この審査会は、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、お互い出会い・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って
います。
　助成の種類は、今年度新たに行う事業や活動範囲の拡大が対象となる
「はばたき事業助成」と通常の活動が対象となる「ささえあい活動
助成」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29団体によるプレゼンテーションと審査が行われました。

平成26年度 募金総額

12,053,000円平成27年度 目標額

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

『赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール』

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

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。

＜助成金交付決定団体（当日発表順）＞
「はばたき事業助成」ママスタート・クラブ 中川　「ささえあい活動助成」ママスタート・クラブ 中川／多胎児子育てサークルひまわりキッズ／
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／傾聴ボランティアみみちゃん／打出荘ふれあいサロン／育児サークル
にこにこキッズ／おしゃべり同好会／みなと医療生協昭和橋支部 たまり場“よってって”／名西折り紙サークル／パンダＯＢ会／
育ちあい広場 みじみじ／知的障がいをもつ子と親のつどい「かたつむりの会」日本伝統文化茶道・華道ひまわりの会／琴美会／手話
サークル 春の会／ポップコーン／地域ボランティア秋桜／子育て支援ボランティア“ブーフーウー”／おしゃべりサロン・荒子／みなと
医療生協組合荒子東支部 ちゅうぶ体操／クローバー・クラブ（C/C)／みなと医生協八幡支部 半日サロン／人形劇団”あっぷる”／みなと
医療生活協同組合 玉川支部／中川フレンズ／江松ひまわり会／名古屋なかがわ災害ボランティアネットワーク／パルパル

１０月１日(木)～10月１３日(火)………………………………………NHK名古屋放送センタービル１階
10月1８日(日)10時～15時 …………………………………………富田支所（中川区福祉ふれあい広場会場内）
10月１９日(月)～11月9日(月)（11/1(日)以外の土日祝を除く）…………富田支所
1１月11日(水)～1２月６日(日)（1２/6(日)の土日祝を除く） ……………中川区役所

　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、下記の日程で展示予定です。

タイトル 西　部 東　部

事前にお申込みください。受講後、
アンケートと引き換えに認知症サポー
ターの目印であるオレンジリングを
お渡しします。★
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審査結果が出るまでの時間は、ゲームをしながら
参加団体同士で交流を深めました。



 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。

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リポート！リポート！

地域支えあい事業地域支えあい事業

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。

　中川区をはじめとする市内の高齢者施設を訪問して音楽や踊り、マジッ
ク等を披露しています。活動歴は今年で１２年、人数も30人にまで増え
ました。「スマイル会」という名前の通り、明るく楽しく笑顔で活動してい
るボランティアグループです。
　その特徴は、代表の松谷さんだけでなく、メンバーさんがさまざまな特
技で活躍しているレパートリーの幅広さです。（右記）
「『利用者さんは松谷スマイル会さんを心待ちにしていて、皆さんが来る
日はいつもより多くの人が集まります』と施設の職員さんに言われるんで
すよ」と得意げな松谷さん。最近加入したという新メンバーと共に、これ
からも笑顔で活動していきます。
　松谷スマイル会に披露しに来てほしい、自分も特技を活かして一緒に活動してみたいなど、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。

松谷スマイル会ボランティ
ア

紹介
ボランティ

ア

紹介

ボラセンだより
なかがわ

まつ  や

　サマーボランティアスクールは、区内の中学生・高校生が、夏休みの期間を利用して、高
齢者や障がい者施設、児童施設などでボランティア体験をする取り組みです。ボランティア
活動をする中で、地域の施設を知ってもらったり、今後のボランティア活動のきっかけにし
てもらおうと毎年行っていて、今年度は310名の申込みがありました。

《サマーボランティア受入賛同施設》（敬称略・順不同）

千音寺
学区

フラワー園／あんのん／松寿苑／豊治共愛の里／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／ユニット老健華／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／FLAP／めいせいなかよしハウス／さくらんぼの会／富田作業
所／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／中川児童館／清涼保育園／ひおき保育園／豊成
保育園／松操保育園／篠原保育園／中野保育園／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／まえだの森保育園／ニチイキッズ長須賀保育園／たかなし保育園／戸田さくら保育園／すみれ保育園／富田第一
保育園／富田第二保育園／富田第三保育園／はとぽっぽ保育園／事業所内保育キンダーフレンズ／千音寺すみれ保育園

サマーボランティアスクールを開催しました

　５日間の活動で、高齢者施設では利用者さんとお話ししたり部屋の掃
除をしたり、障がい者施設では授産製品を一緒に作ったり、将棋やレク
リエーションに参加したり。また、児童施設では園児さんと遊んだり保
育士さんの手伝いをしたりと、それぞれの施設の活動を行いました。施
設の職員さんによると、最初は自分から話しかけられなかったり、何を

していいかとまどっている生徒さんも、次第に笑顔が増え、自分から行動できるようになって
いったそうです。保育士を目指しているという３年生の生徒さんは、「ますます保育士になりたく
なった」と話していました。活動で得たことを、ぜひ今後に活かしていってほしいと思います。
　お忙しい中、ボランティアの受け入れにご協力いただいた施設の皆さま、本当にありがとうございました。

住みやすくなるように荷物でいっぱ
いになった部屋の片づけを、複数
のボランティアで手伝いました。

松谷スマイル会のレパートリー

音楽………懐メロ、ハーモニカ、
　　　　　横笛、アコーディオン
踊り………日本舞踊、フラダンス、
その他……マジック、腹話術、
　　　　　バルーンアート

こんな相談に
対応しています。

昭和橋学区相談窓口

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！

★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

常磐学区相談窓口 千音寺学区相談窓口
★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

★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

地震に備えて家具の配置を変え
るため、大きな家具の移動をボ
ランティアで対応しました。

会費収入
11,888,488  9.90％
寄付金収入
174.641  0.15％

経営経費補助金収入
（共同募金配分金収入を除く）
50,720,559
42.25％

受託金収入 17,869,000  14.89％
貸付事業収入
41,000  0.03％

事業収入  333,691  0.28％

共同募金配分金収入
7,888,571  6.57％

積立預金取崩収入
（25賛助会費実績・26事業使用分）
11,784,677  9.82％
拠点区分間繰入金収入
2,800,000  2.33％
受取利息配当金収入
1,882,225  1.57％

前年度繰越金
9,853,985  8.21％雑収入  4,809,431 4.01％

収入

収入合計　120,046,268円

単位：円
支出
単位：円

人件費支出
52,660,505
47.36％

事業費支出
15,732,838  14.15％

助成金支出
17,359,620
15.61％

負担金支出
326,175  0.29％

借入金元金補償還金支出
1,265,845  1,14％

拠点区分間繰入金支出
2,800,000  2.52％ 積立預金積立支出

13,244,884  11.91％

事務費支出
7,804,717 7.02％

支出合計　111,194,584円

［収支差額（次年度繰越額）　8,851,684円］

中川区社会福祉協議会　平成26年度　収支決算

第３次地域福祉
活動計画ニュース

　安心して暮らすためにご近所同士
でお互い支えあい、助けあえるよう
な地域でのつながりを作るための
｢場所｣｢機会｣｢仕組み｣を作る取り
組みをしています。
　２年目となる今年度は、１年目に
集めたサロンの情報をまとめたり、
サロン実践者の方の交流会や男性
が参加しやすい講座などを行う
予定です。

　お互いを知り、認め合うような機
会づくりや、福祉のまちづくりに関
わる人材発掘の取り組みを中心に
進めています。
　１年目に行った「地域の応援団講
座」の卒業生が、現在も継続的に
集まり、地域にある困りごとに対し、
どう支援をしていくか話し合った
り、実際に解決のためのお手伝い
するような活動を始めています。

　地域の中の困りごとを住民の力
だけでなく専門職や企業など色々
な力を活かして解決する地域づくり
に向けた取り組みを進めています。
　２年目となる今年度は、企業の
社会貢献や買い物支援など地域で
活用・連携できる情報を集めるア
ンケートを行ったり、中高生の居場
所づくりに向けた取り組みを行って
います。

　10月末～12月初旬に、中川区在宅サービスセンター
で、区内在住・在勤の男性を対象にした講座を開催しま
す。10月から申込を受け付ける予定です。
　詳しい日程・内容などは本会ホームページや広報な
ごや10月号をご覧ください。

地域のつながりづくり
グループ　

地域の応援団づくり
グループ

地域の社会資源･
福祉環境づくりグループ

中川区の地域福祉を進めるため、平成２６年度から５年間を計画期間とする
「第３次地域福祉活動計画」の取り組みをご紹介します。計画を推進するため
に、３つのワーキンググループに分かれて取り組みを検討する会議を行い、
事業を実施しています。

なかがわ男塾！
～地域でイキイキおやじになろう！～

参加者
募集！
参加者
募集！

男性の地域デビューを応援します！
自分探しや地域での仲間づくりのきっかけづくりをしませんか？

①美味しいコーヒーを淹れてみよう
②カメラの機能を使いこなそう
③健康体操で体すっきり
④簡単おつまみづくり＆懇親会
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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。
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必要な方を支える仕組みをつくる事業ですリポート！リポート！
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　５日間の活動で、高齢者施設では利用者さんとお話ししたり部屋の掃
除をしたり、障がい者施設では授産製品を一緒に作ったり、将棋やレク
リエーションに参加したり。また、児童施設では園児さんと遊んだり保
育士さんの手伝いをしたりと、それぞれの施設の活動を行いました。施
設の職員さんによると、最初は自分から話しかけられなかったり、何を

していいかとまどっている生徒さんも、次第に笑顔が増え、自分から行動できるようになって
いったそうです。保育士を目指しているという３年生の生徒さんは、「ますます保育士になりたく
なった」と話していました。活動で得たことを、ぜひ今後に活かしていってほしいと思います。
　お忙しい中、ボランティアの受け入れにご協力いただいた施設の皆さま、本当にありがとうございました。

住みやすくなるように荷物でいっぱ
いになった部屋の片づけを、複数
のボランティアで手伝いました。

松谷スマイル会のレパートリー

音楽………懐メロ、ハーモニカ、
　　　　　横笛、アコーディオン
踊り………日本舞踊、フラダンス、
その他……マジック、腹話術、
　　　　　バルーンアート

こんな相談に
対応しています。

昭和橋学区相談窓口

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！

★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
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地震に備えて家具の配置を変え
るため、大きな家具の移動をボ
ランティアで対応しました。
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いきいき支援センターからのお知らせ

“どんなことでもお気軽にご相談を”“どんなことでもお気軽にご相談を”

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！

問合せ・申込み・会場

■東部いきいき支援センター　中川区八幡本通二丁目２７ コーポ中野１階　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　中川区八幡本通二丁目２７ コーポ中野１階　電話 ３５２－８２５８
■西部いきいき支援センター分室　中川区春田四丁目１１９ プリマヴェーラ１階　電話 ３６４－７２７３
　・・・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

　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。

①ようこそ家族教室へ

②認知症を正しく理解しよう

③サービスについて知ろう

④関わりについて学ぼう

⑤介護体験を聞こう

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（憩いの場）

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

認知症サポーター養成講座

認知症の人や家族の方の応援団になりませんか
　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♪

　住み慣れた地域で認知症の人や家族の方を支援
する正しい知識や心がまえを学ぶ講座です。

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 13:30～15:30 
　 （西部のみ、②は１５：００の開催となります。）

開催時間 西部／15:00～　　東部／13:30～
 (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 13:30～15:30

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。

開催時間 西部／13:30～15:00　　東部／14:00～15:30
定　員 15名

※出張講座もご相談の上対応させていただきます。
★1/15（金）は分室で開催。

※分室でも家族交流会（やすらぎの会）として11/19(木)、1/21(木)、
　3/17(木)に開催します。（開催時間：13:30～15:00）

家 族 教 室

10/23（金）

11/20（金）

12/25（金）

 1 /22（金）

 2 /19（金）

10/16（金）

11/20（金）

12/18（金）

 1 /15（金）

 2 /19（金）

10/9（金）
11/13（金）
12/11（金）

1 /8（金）
 2 /12（金）
 3 /18（金）

10/22（木）
11/19（木）
12/15（火）

 1 /28（木）
 2 /23（火）
 3 /25（金）

西部（本センター） 東　部
10/28（水）
11/25（水）
12/16（水）

1 /27（水）
 2 /24（水）
 3 /23（水）

10/15（木）
11/19（木）
12/17（木）

 1 /21（木）
 2 /18（木）
 3 /17（木）

西　部 東　部
10/16（金）
1/ 15（金）
－－－－　 

10/26（月）
12/21（月）
  2/22（月）

11,499,841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、募金額の一部が愛知
県共同募金会で積み立てられます。

　中川区「地域の底力を応援」助成事業の審査会を、７月27日(月)に
中川区在宅サービスセンターで開催しました。
　この審査会は、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、お互い出会い・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って
います。
　助成の種類は、今年度新たに行う事業や活動範囲の拡大が対象となる
「はばたき事業助成」と通常の活動が対象となる「ささえあい活動
助成」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29団体によるプレゼンテーションと審査が行われました。

平成26年度 募金総額

12,053,000円平成27年度 目標額

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

『赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール』

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

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。

＜助成金交付決定団体（当日発表順）＞
「はばたき事業助成」ママスタート・クラブ 中川　「ささえあい活動助成」ママスタート・クラブ 中川／多胎児子育てサークルひまわりキッズ／
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／傾聴ボランティアみみちゃん／打出荘ふれあいサロン／育児サークル
にこにこキッズ／おしゃべり同好会／みなと医療生協昭和橋支部 たまり場“よってって”／名西折り紙サークル／パンダＯＢ会／
育ちあい広場 みじみじ／知的障がいをもつ子と親のつどい「かたつむりの会」日本伝統文化茶道・華道ひまわりの会／琴美会／手話
サークル 春の会／ポップコーン／地域ボランティア秋桜／子育て支援ボランティア“ブーフーウー”／おしゃべりサロン・荒子／みなと
医療生協組合荒子東支部 ちゅうぶ体操／クローバー・クラブ（C/C)／みなと医生協八幡支部 半日サロン／人形劇団”あっぷる”／みなと
医療生活協同組合 玉川支部／中川フレンズ／江松ひまわり会／名古屋なかがわ災害ボランティアネットワーク／パルパル

１０月１日(木)～10月１３日(火)………………………………………NHK名古屋放送センタービル１階
10月1８日(日)10時～15時 …………………………………………富田支所（中川区福祉ふれあい広場会場内）
10月１９日(月)～11月9日(月)（11/1(日)以外の土日祝を除く）…………富田支所
1１月11日(水)～1２月６日(日)（1２/6(日)の土日祝を除く） ……………中川区役所

　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、下記の日程で展示予定です。

タイトル 西　部 東　部

事前にお申込みください。受講後、
アンケートと引き換えに認知症サポー
ターの目印であるオレンジリングを
お渡しします。★
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審査結果が出るまでの時間は、ゲームをしながら
参加団体同士で交流を深めました。



＝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！

▲
SPコードを載せました。

 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。

　中川区社会福祉協議会では、サロンの場所探し、開設や運営の
方法、資金の問題、PRの方法などの相談を受け付けています。
これからサロンをやってみたいなという方、運営していてわか
らないことやお困りのことがありましたらどんなことでも構い
ませんのでお気軽にご相談ください。あなたの「サロン活動」
を応援します！

　「ふれあい・いきいきサロン」とは、家に閉じこもり
がちな高齢者や、障がいのある方、子育て中の親子など
地域住民のみなさんが、身近な場所に集まって気軽に
楽しくふれあいを深め交流する活動です。中川区内に
おいても、各地でふれあい・いきいきサロンが多数開催
されています。
　名古屋市・区社会福祉協議会では、今年度より名古屋市
からの委託を受け、サロンの開設、運営費用の一部を
助成する事業が始まりました。

なお、助成金については、中川区社会福祉協議会までお問い
合わせください。
みなさんの地域でもぜひサロンの輪を広げましょう！

と　き 平成27年10月18日日 10時～15時
ところ 中川区役所 富田支所(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！

第27回 中川区福祉ふれあい広場開催!!

イベントのお手伝いをしてくれるボランティア大募集

育児の情報交換・交流など行っています。

高齢者だけでなく様々な年代の方々の
なかまづくりの場になっています。

やってみませんか？ふれあい・いきいきサロン…… １
赤い羽根共同募金がはじまります……… ２
「地域の底力を応援」助成事業………… ２
なかがわボラセンだより………………… ３
平成26年度収支決算 …………………… ３

●中川区地域女性団体連絡協議会 様
●東明観光株式会社(ジール東中島店) 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27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｡

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 の お 礼寄 付 の お 礼

第３次地域福祉活動計画ニュース …………４
地域の相談窓口から～「地域支えあい事業」 ……４
いきいき支援センターからのお知らせ……５
第27回中川区福祉ふれあい広場 ………６
寄付のお礼…………………………………６

入場無料

●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：侍 前田利家ONDO･舞人／名古屋市立工業高等学校音楽部 ブルーボーンジャズオーケストラ

●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：水ヨーヨー風船など

全部体験した方には

景品プレゼント！

と　き　平成27年10月18日日 10時～15時
ところ　中川区役所　富田支所（小雨決行、荒天時中止）詳しくは６ページで！

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。
東明観光株式会社(ジール東中島店)様より、中川
区内で活動するボランティアグループ・団体、サロ
ンなどの地域福祉活動に役立てて欲しいとの意向
で、定期的にお菓子を寄付していただけることに
なりました。今後、色々なグループに声かけをしな
がら、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５月～8月）

ボランティア募 集

ふれあい・いきいきサロンふれあい・いきいきサロン
やってみませんか？

子育てサロン

共生型サロン

景品が当たる
お楽しみ抽選会も

あるよ！！

景品が当たる
お楽しみ抽選会も

あるよ！！

初めての方もぜひ！

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。

社会福祉法人名古屋市中川区社会福祉協議会
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