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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28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28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

入場無料
景品が当たる

お楽しみ抽選会も
あるよ！！

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：坊さん漫才「えしんりょう」、ベリーダンス

模擬店：唐揚げ、うどん、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、工作、伝承遊びなど
共同募金コーナー：水ヨーヨー釣り風船など
お楽しみ抽選会

リーは
スタンプラ 賞があります！
験
体
祉
福
すると参加
全部体験

ボランティア募 集

初めての方もぜひ！

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 な ど も 大 歓 迎 で す ！
や っ て み た い と い う 方 は中川区社協(電話:３５２−８２５７）まで、9月30日(金）までにぜひご連絡ください。

内容
今号の
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じぶんの町を良くするしくみ。

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。
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27年度 募金総額

11,510,526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

12,053,000円

平成28年度 目標額

『赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール』作品展示スケジュール
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、下記の日程で展示予定です。
1 0 月 １ 日( 土 )〜10月11日( 火) …………… NHK名古屋放送センタービル1階（プラザウェーブ２１）
1 0 月1６日(日) 1 0時〜１５時 ………………… 中川区役所（中川区福祉ふれあい広場会場内）
1 0 月1７日( 月)〜11 月 7 日(月) …………… 中川区役所
1１月 ９ 日(水 )〜1 1月1６日(水 ) …………… 中川区在宅 サービスセンター
1１月1８日(金)〜1２月 ４ 日(日)（ 正午まで） 富田支所

車いす貸出事業のご案内

中川区社会福祉協議会では、中川区にお住まいで一時的に車いす
を必要とされる方に対して車いすの貸し出しを行っています。
例えば転倒して足を骨折、治るまでの通院に車いすが必要。

急に車いすが必要になった時、ご相談ください。

普段は杖で大丈夫だが旅行に行くので車いすを使いたい。
子どもが足に怪我をして車いすがないと通学できない。

無料
利用期間 たくさんの方にご利用いただく為、
一か月以内となっております。
利用料

介護保険が認定されるまでの短期利用。
など、個々のご事情をお聞きして対応させていただきます。

尚、本会の車いすは定期的に点検修理を行っております。メンテナンスの為、あるいは貸出の状況によっては台数が極端に少なくなっている場合もございま
すので、ご利用に際しましては事前にお電話でご相談ください。
（ご事情によっては、介護保険でのサービスご利用をおすすめする場合もございます）
また、車いすのご寄付も随時受付しております。新品だけでなく、ご家庭や福祉施設、店舗等で使用していたものでもけっこうです。ご寄付いただいた車いすは、貸
し出し用または福祉体験学習の教材として活用させていただきます。ご寄付をお考えの方は、中川区社会福祉協議会まで一度ご連絡をお願いいたします。

中川区社会福祉協議会
収入合計 160,518,424円
積立資産取崩収入（26賛助会費実績・27事業使用分）

雑収入

4,890,229 3.05％

前年度繰越金

8,851,684 5.51％
会費収入

基金積立資産取崩収入

30,058,191 18.73％

拠点区分間繰入金収入

1,000,000 0.62％

1,274,314 0.79％

11,473,423 7.15％

収入

11,841,991 7.38％

経常経費補助金収入
（共同募金配分金収入を除く）

54,475,869
33.94％

貸付事業収入

299,710 0.19％

寄付金収入

単位：円

7,591,525 4.73％

事業収入

支出合計 149,455,975円
41,801,191

人件費支出

55,193,520 36.93％

20,000
0.01％

支出

拠点区分間繰入金支出

1,000,000
0.67％
負担金支出

受託金収入

17,422,000
10.85％

332,775 0.22％

［収支差額（次年度繰越額） 11,062,449円］
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積立資産支出

11,044,423 7.39 ％

27.97％

雑支出

共同募金配分金収入

75,000 0.05％

収支決算

基金積立資産支出

11,264,488 7.02％

受取利息配当金収入

平成27年度

単位：円

事務費支出

7,176,040 4.80％
事業費支出

15,037,716 10.06％
助成金支出

17,850,310

11.94％

Vol.65

わ

なかが

より
ボラセンだ

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。

サマーボランティアスクールを開催しました

夏休みを利用して、中高生が区内の福祉施設でボランティア活動を行う「サマーボランティアスクール」を開催
しました。今年度は、約２５０人が区内の高齢者施設、障がい者施設、児童施設に分かれて５日間の活動を行いま
した。
はじめは緊張したり、とまどったりしている生徒さんも、施設の職員さんの仕事を見て覚えたり、利用者さんや
子どもたちと接して次第に打ち解ける中で、自分から話しかけたり、できることを探したりと積極的に活動できる
ようになっていきます。人のあたたかさや優しさ、ときには仕事の厳しさにもふれながら、様々な学びを深めて
いったのではないでしょうか。
活動者のみなさんには、サマーボランティアスクールの体験を活かし、今後もいろいろなボランティア活動に関
わってもらえたら、と思います。

活動の感想

・家族が働いている職場で、 仕事の内容がわかり、大変だがやりがいがあると思った。
・高齢者施設を希望したのは「敬語できちんと話せるようになりたいから」。
自分なりに頑張れていると思う。
・最初は与えられた仕事をこなすだけだったが、今は年齢別に子どもたちの できることを考えて接することができる
ようになった。社会に出て、社会常識やマナー、人間関係、仕事に自分から取り組む気持ちが学べ、とても有意義。

《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／豊治共愛の里／共愛の里／第2共愛の里／高杉共愛の里／オーネスト戸田川／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／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／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

ア
ボランティ
紹介

『名古屋市立工業高等学校機械研究部』
10年以上にわたり中川区社会福祉協議会にある車いすの点検をし
ていただいている
『名古屋市立工業高等学校機械研究部』をご紹介し
ます。
機械研究部には1年生5名、2年生7名、3年生９名の計21名が所属
しており、学期に1回を基本として中川区在宅サービスセンターに来て
いただき、車いすの点検をお願いしています。
点検の作業手順としては、①タイヤの虫ゴムの確認、②前後のブレー
キの利きの確認、③パンクの場合はパンク修理という流れで確認してい
きます。

生徒の方からは、
「自分達が点検をすることで、車いすを利用する方が安心し
て乗ってほしい」、
「車いすの修理を通して学んだ技術を他にも生かすことがで
き、
自分も成長できる」
という声、先生からも、
「実際に車いすに触る機会が少な
いので、
生徒達にとっても良い経験になっている」
というお話を伺いました。
機械研究部の皆さんに修理をしていただいているおかげで、いつも安心し
て車いすを利用できます。本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願
いします。
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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、平成２６年度から５年間かけての「第３次地
域福祉活動計画」も計画期間中間年の３年目となりました。そこで、今回は、計
画を評価・推進していくための取り組みを紹介します。

計画推進委員会を開催しました！
計画推進委員会とは、地域住民の方や関係機関の方等と計画推進に向け、３つのワー
キンググループで検討・実施された取り組みについて、情報共有や意見交換を行い、計
画全体を推進していくことを目的とした会議で、去る８月５日（金）に第５回計画推進委
員会を２８名の委員の皆さんにご参加いただき開催しました。
当日の会議では、本委員会の委員長を務めていただいている同朋大学社会学部社会
学科の林 博幸 教授に、中間年としての評価・見直しの意義や必要性などについてお話
をいただき、その後、３つのグループに分かれ、活発なご議論をいただきました。
計画推進にあたり、計画期間の折返しとなる現在、できていること・できていないこ
となど、振り返りの時期でもあると認識し、残り期間の計画推進に地域住民・関係機関
等の皆さんとともに取り組んでいきます。
今年も
やります！

参加者 なかがわ男塾！
募集！ 〜地域でイキイキおやじになろう！〜
中川区内の会場で、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１１日
から申込を受け付ける予定です。
詳しい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。

地域支えあい事業
リポート！
和橋

昭
学区

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？
①11月 7 日㈪13：30〜 中川区の史跡を巡り、素敵な写真をとろう！
②11月15日㈫13：30〜 孫にドヤ顔！立体折り紙飛行機を飛ばそう！
③11月22日㈫13：30〜 男性介護者同士で語ろう！学ぼう！
④12月 6 日㈫13：30〜 即席みそ汁の素「みそたま」を
作ろう！＆交流会

区内４学区で実施されている「地域支えあい事業」とは、相談窓口を
通じて把握した生活上のちょっとした困りごとを、住民同士の助けあい
活動や専門職との連携などによって解決を目指す事業です
今回は、昭和橋学区で現在取り組んでいる事業の中から２つ紹介します。
地域住民の交流の場 〜なごやかカフェ〜

生活支援ボランティ
ア

ごみ出し、大掃除、家具の
移動等、主に高齢の方や障が
いのある方が生活する上での
ちょっとした困りごとを地域
のボランティアがお手伝いし
ます。どのようなことでお困り
か、詳しくお話をお伺いしま
すので、まずは学区の相談窓
口までご相談ください。

ひとり暮らしの高齢女性宅を訪問
し、家具の移動を行いました。

コーヒーや紅茶を飲みながら地
域の皆さんが気軽に集い、交流で
きる場として実施しています。
学区の東西に会場を分けること
によって、より多くの方に足を運
んでいただいています。
昭和橋学区にお住まいの方は、どなたでもご参加いただけます。
会場：偶数月第３金曜日／昭和橋コミュニティセンター ともに
奇数月第４金曜日／パストラルハイム明徳集会所 10:00〜11:30

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

八幡学区相談窓口
★開設日：毎週水・金曜日 1３〜1６時
★開設場所：八幡コミュニティセンター
★相談電話番号：070-5338-8011
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左記学区にお住まい
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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いきいき支援センターからのお知らせ

「中川区認知症のしおり（中川区認知症ケアパス）」を

区役所・東部・西部いきいき支援センターで配付しています。

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。

認知症高齢者家族支援事業のお知らせ

無料

家 族 教 室

医師（物忘れ相談医）による専門相談

認知症について学びます

早期発見・早期治療が大切です

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。

物忘れ相談医が、認知症の症状や対応方法など、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。

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１５：００〜１７：００となります。

開催時間 西部／15:00〜

（金）、
１／１３
（金）、
３／１０
（金）は分室での開催となります。
★１１／１１

★西部は５回とも分室での開催となります。
事前にお申込みください。途中からの参加OKです。

タイトル
①ようこそ家族教室へ

西

部

東

東部／13:30〜

(1回1組30分程度)､３組まで

個別相談です。事前にお申し込みください。

西

部

★ 10/21（金）
10/21（金）

部

東

部

10/14（金）

1 /13（金）★

10/28（金）

1 /26（木）

★ 11/18（金）
②認知症について正しく理解しよう 11/18（金）

11/11（金）★

2 /10（金）

11/24（木）

2 /20（月）

★ 12/16（金）
③いろいろな制度について知ろう 12/16（金）

12/ 9（金）

3 /10（金）★

12/20（火）

3 /24（金）

★ 1 /20（金）
④認知症の人への関わり方を学ぼう 1 /20（金）

⑤介護の体験を聴こう

★ 2 /10（金）
2 /17（金）

家族サロン（憩いの場）

認知症サポーター養成講座

ひとりじゃない〜みんなでお話しませんか

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。

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

開催時間 西部／13:30〜15:00
定 員 15名

東部／14:00〜15:30

（火）、
３／２１
（火）は分室での開催となります。
★１１／１５

西 部
東 部
10/26（水） 1 /25（水） 10/20（木） 1 /19（木）

西

部

東

部

11/15（火）★ 10/24（月）

11/16（水） 2 /22（水） 11/17（木） 2 /16（木）
12/21（水） 3 /22（水） 12/15（木） 3 /16（木）
※分室でも家族交流会
（やすらぎの会）
として11/17(木)、1/19(木)、
3/16(木)に開催します。
（開催時間：13:30〜15:30）

1/ 17（火）

12/26（月）

3/ 21（火）★

2/27（月）

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。

※出張講座もご相談の上対応させていただきます。

▼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健康・福祉・介護など
さまざまな面から高齢者を支える機関として区内２か所に設置されています。
問合せ・申込み

※お住まいの学区の担当いきいき支援センターをご利用ください。 ※開設時間：月〜金曜日（祝日・年末年始除く）午前９時〜午後５時

■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
■西部いきいき支援センター分室

中川区小城町一丁目１−２０

電話

中川区春田四丁目１１９ プリマヴェーラ１階 電話

３５２−８２５８
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
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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２８日(木)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、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「ささえあい活動助成」の２種類があり、当日は、はばたき事業助成申請２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、参加団体同士の活動紹介等をする交流会を行いました。

＜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／中川ボランティアグループ 「ささえあい活動助成」アトリエ花結 〜hanamusubi〜／多胎児子育てサー
クルひまわりキッズ／打出荘ふれあいサロン／ママスタート・クラブ 中川／中川ボランティアグループ／子育て支援グループ じゃんけんぽん／ハイビスカ
ス昭和橋／琴美会／みなと医療生協組合荒子東支部／おしゃべりサロン荒子／チューブ体操 健康サロン／クローバー・クラブ／地域ボランティア秋桜／
中川フレンズ／傾聴ボランティアみみちゃん／パンダＯＢ会／うたごえ喫茶in八熊／子育て支援ボランティア ブーフーウー ／名西折り紙サークル／育ちあ
い広場 みじみじ／手話サークル 春の会／名古屋なかがわ災害ボランティアネットワーク／音訳ボランティア櫻の会／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／みなと医療生協八幡支部／人形劇団 あっぷる ／パルパル／みなと医療生協八熊支部／中川
区子ども会連合会／江松ひまわり会

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。ありがとうございました。
（平成28年８月分まで）

中川区地域女性団体連絡協議会 様
平成観光eco友 様
中川コロナワールド 様
有限会社フィレンツェ 様
中日本フード株式会社 様
その他匿名

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。
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「Welなかがわ」は、
再生紙を使用しています。

