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〜地域包 括ケアシステムの構築を目指して〜
中川区社会福祉協議会が事務局となり、９月から「中川区生活支援連絡会」が設置されました。
この
連絡会は、中川区における
「地域包括ケアシステム
（※）
」
構築の一環として、生活課題を明らかにするこ
とや、生活支援活動をする実践者の方々と関係公所等が連携を図り、支えあいのまちづくりを進めるこ
とを目的としています。
第１回の会議では、出席された委員の皆さまより、それぞれの立場から見えてくる課題や中川区でど
んな活動が増えていくといいかなど、活発なご意見をいただきました。
また、
昨年度 10 月より常磐、
昭和橋、
千音寺の３学区で実施している「地域
支えあい事業」
も無事１周年を迎え、本
年度中には新たに１学区の実施を目指
し、
支えあいの輪が広がっています。
こうした支えあいのまちづくりを区
民の皆さまにも一緒に考えていただけ
るシンポジウムを以下のとおり企画し
ております。皆さまのご参加を心より
お待ちしています。
（※）地域包括ケアシステム…団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制のこと。

地域包括ケアシンポジウム開催！
！
と き

内容
今号の

2月29日

平成28年

13時30分〜15時30分

広げよう！支えあいのまちづくりの輪！ ……1・２
第３次地域福祉活動計画ニュース………… ２
共同募金委員会からのお知らせ ………… ３
なかがわボラセンだより ………………… ４
いきいき支援センターからのお知らせ …… ４

ところ

中川区役所 講堂

第27回中川区福祉ふれあい広場 ………
赤ちゃんとのふれあい体験 ………………
はつらつ長寿推進事業 ……………………
鯱城学園からのお知らせ …………………
寄付のお礼…………………………………
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第３次地域福祉
活動計画ニュース

中川区の地域福祉を進めるために策定した、平成26年度から５年間の中期計画「第
３次地域福祉活動計画」も２年目になりますが、地域住民を中心にした活動計画推進
委員と一緒に企画･運営した取り組みについてご紹介します。

「なかがわ男塾！」を開催しました
地域のつながりづくりグループ
10月26日（月）から12月８日（火）までで４回、
男性向け講座を実施しました。
第１回は元喫茶店店主の方を講師に、
「美味し
いコーヒーを淹れてみよう」という講座を行いまし
た。講師の指導のもと、実際自分たちでコーヒー
を淹れ、コーヒーに合うお菓子と一緒にいただく 光をあてて顔を明るく♪
など、優雅な（？）ひとときを送りました。
そして、第２回はカメラ講座、第３回は健康体操講座、最終回は簡単おつ
まみ作りと交流会を行いました。
講師の方は、この講座を企画した推進委員のお知り合いの方を紹介していただくなど手作
りのあったかい講座になったと思います。
ここで出会ったご縁を大切に、今後もまた皆さんで集まり、新たな輪を広げていけると良
いなと思います。

地域の応援団づくり
グループ
生活支援を行うボランティアグ
ループ「地 域の応 援 団ボランティ
ア」を立ち上げ、現在、地域の集ま
りなどに出向き、活動の周知を行っ
ています。

地域の社会資源・
福祉環境づくり
グループ
企 業 や施 設 などに行ったアン
ケートと取りまとめ、具体的に社会
資源を作る働きかけを検討してい
ます。

どのグループも、推進委員の皆
さんのご意見があってこそ、具体
的な検討ができ、実際の活動にも
結びついていると思います。
中川区をみんなが暮らしやすい
まちにするため、皆さんの力が必
要です！ぜひ推進委員として私た
ちと一 緒にまちづくりを 進めま
しょう！

地域支えあい事業リポート！
平成26年10月から、３学区で取り組まれている「地域支えあい事業」は、ちょっとした困りごとは、
「お互いさ
ま」の気持ちでご近所同士で解決する、そんな地域のつながりづくりを進める事業です。
ご近所ボランティアコーディネーターが、相談窓口で地域の皆さんの困りごとを解決するために、相談に応じた
り情報を提供します。相談は無料！ お気軽にお越しください。
そして、今年度から新たにもう１学区「八幡学区」で取り組むことになりまし
た。八幡学区の地域事情に合わせたやり方で取り組めるよう、社協も全力で応援
します。
詳細が決まり次第、またお知らせします。
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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第67回 赤い羽根協賛

児童生徒作品コンクール

区内小中学校の皆さんから、書道1,645点、ポス
ター424点のご応募をいただきました。たくさんの
力作の中から、中川区共同募金委員会と愛知県共
同募金会の審査によって、以下の方々が選出され
ました。受賞者の皆さん、おめでとうございます！

中川区共同募金委員会優秀者
（書道の部）

愛知県共同募金会入賞者（書道の部）
西前田小学校３年

渡辺 優香里さん

金

野田小学校４年

寺西 香来さん

銀

高杉中学校３年

岩内 すみれさん

一柳中学校１年

石牧 優里さん

長須賀小学校５年

正色小学校３年
林 敦也さん

明正小学校６年

川端 樹璃さん

供米田中学校２年

佐々木 悠希さん

飯田 佑美

はとり中学校３年

八幡中学校３年

宮崎 一麗さん

西川 茉佑さん

中川区共同募金委員会優秀者
（ポスターの部）

昭和橋小学校１年

鬼頭 香汰郎さん

野田小学校２年

渡邉 姫衣さん

万場小学校３年

二村 柊次さん

万場小学校４年

二村 光紀さん

野田小学校４年

荒子小学校５年

足立 果林さん

仙石 蒼彩さん

ご応募いただいた作品につきましては、
区内でも下記のとおり展示しました。

中川区役所富田支所

１０月１８日
（日）
〜１１月９日
（月）
中川区役所

西中島小学校６年

岩内 ひかりさん

助光中学校３年

阿部 颯希さん

助光中学校３年

一柳中学校３年

米田 夕夏さん

大原 大輝さん

１１月１１日
（水）
〜１２月６日
（日）

歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします

〜つながりささえあう みんなの地域づくり〜

１２月１日〜１２月３１日

新たな年を迎える時期に、
支援を必要とする人たちが地域で
い
たか
安心して暮らすことができるよう、
募金運動を実施します。
あた ます。
の
皆さま お願いし
平成２６年度は２５４,９６０円のご協力をいただきました。
を

中川区内のこんなことに使われます

力

ご協

ひとり暮らし高齢者等寝具洗濯乾燥サービス
中川区
「地域の底力を応援」助成事業（ボランティアグループ、高齢者
ふれあい・いきいきサロン、子育てサークルなどへの支援）など

募金受付・お問い合わせは／中川区共同募金委員会（中川区社会福祉協議会内）まで
3
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わ

なかが

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。

座

講

話

手

級

ボランティア紹介

初

より
ボラセンだ

はじめて手話を学ぶ方を対象に、中川区聴覚障害者福祉協会と共催で毎年開催しています。
今年は７月から９月にかけて、全１０回行われました。
中川区聴覚障害者福祉協会の会員が講師を、名古屋市認定手話通訳者が通訳を務めたほか、最終回となる
第１０回はゲストとして協会からろう者の皆さんにお越しいただき交流会を行いました。
受講生の皆さんにとっては、手話の技術はもちろん、手話特有の考え方を学んだこと
や、ろう者の皆さんとのコミュニケーションを通じて、自分と違う立場の方へ思いを巡らせ
ていただく機会となったのではないでしょうか。
講座はこれで終了しましたが、講師の厚意で引き続き受講生の有志を対象とする講座
を行っています。
また、この講座に関わっていただいたろう者・手話通訳者の皆さんが所属する「中川フ
レンズ」をはじめ、区内では３つの手話サークルが活動しています。
手話にご興味のある方は、中川区社会福祉協議会までお問い合わせください。

ろう者の
受講生・
が
皆さん
紹介を
れ自己
それぞ
ます。
してい

平成27年8月から

認知症初期集中支援チームが始まりました！！
福祉系
職員

認知症
サポート医

医療系
職員

家に閉じこもってばかりで、病院に行けていない様子。かかりつけ医もいない。
ゴミの日がわからないようで、
ゴミが出せずに家の中にたまっている。
体は元気そうだが、服装が乱れている、お風呂にも入れていないようだ。
言動がおかしい。
（物を盗られる、誰かが入ってくる、妄想のような話をする。）
前はサービスを使っていたが、今は何も利用していない様子。
どうも生活に困っているように見える。

認知症初期集中支援チーム

チーム員（いきいき支援センター職員+サポート医）で
相談・対応させていただきます。
訪問支援
対象者

◆40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知
症が疑われる方
◆医療サービス、介護サービスを受けていない
方、または中断している認知症の方
◆医療サービス、介護サービスを受けているが
認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応
に苦慮している方
※その他の学区については、平成28年度より実施予定です。
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対

象

学

区

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
問い合わせ先
中川区西部いきいき支援センター
中川区小城町1-1-20

☎352-8258 FAX353-5879

中川区西部いきいき支援センター
（分室）
中川区春田4丁目119番地 プリマヴェーラ1F

☎364-7273 FAX364-7271
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中川区福祉ふれあい広場を開催しました

10月18日
（日）
、中川区役所富田支所駐車場で『第２7回中川区福祉
ふれあい広場』を開催しました。秋晴れの中、多くの方にご来場いただ
き、ありがとうございました。
当日は、福祉ふれあい広場の参加施設・団体によるステージ発表や模
擬店・バザー、福祉体験スタンプラリーなどが行われ、
スタンプラリーで
は、車いす・手話・点字・メロディベルの体験に、多くの方が参加してくれ
ました。
福祉ふれあい広場の最後を締めくくるお楽しみ抽選会では、ふれあい広場の趣旨に賛同していただいた多くの企
業から賞品の協賛をいただき、大盛況の中ふれあい広場を終了することができました。
また、10代〜80代という幅広い年代の約6０名近い方が、
ボランティアとして、各
ブースで作業所などの仲間や職員さん達と一緒に販売のお手伝いをしたり、ス
テージ、本部や共同募金の運営補助、各案内や会場内清掃等、実施にあたり協力し
てくださいました。これからも障がいのあるなしに関わらず、住民同士がお互いを
理解し、交流し合える福祉のまちづくりを進めていきたいと思います。
※この事業は、赤い羽根共同募金と賛助会費を財源に実施しました。
運営協力：
JA なごや富田支店・プレイランドトミダ・春田クリニック・富田眼科クリニック・中川コロナワールド・吉田
麺業有限会社・有限会社フィレンツェ・ダスキン和泉仙・シャトレーゼ高畑店・タック株式会社・もち吉名古
屋戸田店・ベトコンラーメン新京中川店・居酒屋ゆき（敬称略･順不同）
第２7 回中川区福祉ふれあい広場実行委員会：
つゆはし作業所・富田作業所・NPO 法人なかよし・サポートセンター being 小本・中川区障害者基幹相談
支援センター・名古屋市西部地域療育センター・中川区手をつなぐ育成会・社会福祉法人ゆめネット・社会
福祉法人さくらんぼの会・中川区身体障害者福祉協会・中川区聴覚障害者福祉協会・中川区老人クラブ連
合会・地域ボランティア秋桜・中川ボランティアグループ・シャローム花塚・わーくす昭和橋・戸田川グリー
ンヴィレッジ・ココア・中川鯱城会・中川区役所富田支所福祉課・中川区社会福祉協議会

市立工業高校で、赤ちゃんとのふれあい体験実施
赤ちゃんとふれあいながら、命のつながりや大切さを学ぶ「赤
ちゃんとのふれあい体験」
を、10月29日
（木）
市立工業高校で開催し
ました。
調理や被服など家庭科を学ぶライフデザインという授業を選択し
ている３年生30人
（男子生徒26人、女子生徒４人）
が対象です。区内
の保育園や保健所、子育てサロンなどで呼びかけ、12組の親子が参
加してくれました。
授業では６グループにわかれ保育士さんや保健師さん、子育てボラ
ンティアさん、主任児童委員さん、地域福祉活動計画推進委員さん※
を司会・書記役に、赤ちゃんを抱っこしたり、お母さんやお父さんから出
産や子育ての話などを聞きました。
生徒さんたちは、妊娠から出産までの体験談や日々の子育ての大変
さや喜び、親として子供をいとおしく思う気持ちなどを聞き、親に対する
感謝の気持ちや将来、
自分が父親になったら、奥さんを大切にしてしっか
りサポートしたいという気持ちが芽生えたようです。
お母さんたちは、生徒さんが質問したり、熱心に話を聞き、緊張しながら
も、一生懸命子供とふれあおうとする姿に好感を持った方が多く、普段は
交わらない世代との交流でお互いの理解が深まりました。

生徒さんの感想
・赤ちゃんがいるだけで、自然と笑顔になれた。
・子育ては大変だと思っていたけれど、自分ひとりでするのではなく、周りの人に助け
てもらいながら子育てすればいいのだとわかって、安心できた。
・父親は赤ちゃんのお世話だけではなく、奥さんのサポートをすることが大切だとい
うことがわかった。・将来、結婚をして子育てをしてみたいと思った。
※地域福祉活動計画推進委員：本会が地域住民の皆さんとともに策定した地域福祉を推進するための５か年計画『中川区社会福祉協議会第３次地域福祉
活動計画〜なかがわ福祉まごころプラン３〜」
を一緒に実践・活動していただいている地域のボランティアさんです。

5

Vol.62

2015.12

みつば会︑ 年度後期活動中です！

27

だんだんと寒さが増してきましたが、みつば会で
は後期も元気に活動しています。体操プログラムで
は、自宅でもできる簡単ワンポイント体操を取り入
れたり、季節の工作で四季折々の工作や折り紙を
楽しんだり・
・
・。地元の保育園との交流で園児さん
からパワーをもらったりもしています！
下記の会場は現在参
加者を追加募集してい
ます。見学も随時でき
ますので、社 協までお
問合せください。

鯱城学園入学生募集！
〜新たな発見や出会いがあなたを待っています〜
「学び、仲間づくり、社会参加」
の場としての鯱城学
園では、平成２８年４月入
学生を大募集！
詳細は、区役所・支所、
各区社会福祉協議会、生
涯学習センター、図書館
などに置かれる入学案内
専門講座の様子
をご覧ください。
また、入学案内の送付をご希望の方は下記問合先
までご連絡下さい。

富永神明集会所（富永三丁目90） 毎週水曜日 10:00〜12:00
助光荘集会所（助光二丁目2501） 毎週金曜日 13:30〜15:30

『はつらつ健康フェア』開催します！
日時／平成２８年２月２５日
（木）
①10:00〜 ②13:00〜
（各２時間）
場所／中川区役所講堂
体操・運動の体験や健康測定などを行います。
詳しくは社協までお問合せください。
（申込制）

【対

象】名古屋市に在住する、
６０歳以上の方

【募集期間】平成２８年１月１３日
（水）
〜２月１０日
（水）

「みつば会」
とは？
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
「はつらつ長寿推進事業」
の愛称です。

【問合先】名古屋市鯱城学園

電話０５２−２２２−７５２１

寄 付 の お 礼
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。
内藤 ゆり子様より、多額の寄付をいただきました。中川区の社会福祉の推進に有効に
活用させていただきます。どうもありがとうございました。
（平成2７年８月〜１２月）

内藤 ゆり子 様

名古屋ヤクルト販売株式会社 様

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。

編集・発行

中川
区役所

ホームページ

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！

荒子観音

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

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

松葉公園
太平通

メールドレス

中川文化●
小劇場
荒子
公園

あおなみ線

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

N

荒子

名古屋市中川区小城町1丁目1‑20

八熊通
地下鉄高畑駅
④番出口

〒454‑0875

地下鉄東山線

社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会

中川
郵便局●

荒子一丁目

太平通5

＝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。

