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

地域の皆さんと買い物支援 第67号
発行／2017.3
活動に取り組んでいます！

中川区社会福祉協議会では、地域福祉活動計画の一環として、買い物支援について
地域の皆さんと一緒に取り組んでいます。中川区内にも、近隣にスーパーがなかったり、公共交通機関
が少なかったりなどして、買い物に不便さを感じる地域もあります。そこで、今回は、２つの学区での取
り組みをご紹介します！

万場学区での取り組み
万場荘自治会の皆
さんとコープあいち
さんの協力で、昨年
10 月より毎週１回、
移動販売車による生
鮮食品や日用品など
の販売が本格的にスタートし、地域の皆さ
んが階段の昇り降りのお手伝いなど協力し
て実施されています。

車内には、乳製品・魚・肉などがあり、
車外では、野菜やお菓子などが販売されています。

日時／毎週土曜日 15:15〜16:00
場所／万場荘 第二集会所前

千音寺学区での取り組み
千音寺荘及び松下北荘には、近隣市から
生花卸店さんがやってきて、新鮮な野菜や
生花を中心に販売されています。また、千音
寺荘で毎月最終週月曜日10:00から実施さ
れる喫茶サロン「せんのんじ」でも出張販売
されています。
千音寺荘

内
今号の 容

日時／毎週火・金曜日 10：00〜12：00
場所／千音寺荘 第一集会所前
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新鮮でお値打ちな野菜が多く、
喫茶サロンの参加者さんにも好評です。
松下北荘

日時／毎週木曜日 10：00〜11：30
場所／松下北荘 集会所前
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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」の3年目がもうすぐ終わりますが、中間年としての取り組みと地域住民
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。

評価委員会を開催しました！
12月20日（火）、同朋大学社会福祉学部社会福祉学科の
林 博幸教授を評価委員会委員長とする評価委員会が開催さ
れ、各委員から第３次地域福祉活動計画のこれまでの取り組み
状況の報告が行われ、中間年としての中間評価を行いました。

なかがわ子ども楽校を
開催しました！
子どもの居場所づくり
モデル事業として、
「な
か が わ 子ども 楽 校 」を
１２月２３日（ 金・祝 ）と
１月６日（金）
に中川区内
の小中学生を対象に開
催しました。
当日は、凧や紙飛行機
づくり、昼食の食事作り、書初めや冬休みの宿題を持っ
てきて勉強したりといった内容で開催しました。活動計
画推進委員の皆さんやボランティアさん、高校生のお兄
さんお姉さんにも協力いただき、両日とも２５名を超え
る児童・生徒さんに参加していただきました。保護者の方
からは、
「子どもたちが笑顔で、
楽しかったと体験したこと
をいっぱい話してくれた。」など好評の声を多くいただき
ました。

中高校生向け 「避難所」体験

イベントを開催しました！

防災について考える
機会として、また福祉教
育の一環として、中高生
向け「避難所」体験訓練
を１２月１１日（土）に開
催しました。
多くの関係機関のご HUG（避難所運営ゲーム）の様子
協力のもと、熊本地震の
避難所報告やＨＵＧ
（避難所運営ゲーム）を通して避難
生活の実態を学ぶとともに、防災クッキングや宿泊の仮
想訓練では、有事の際の知恵や工夫を体験しました。参
加した中高生は、初めての経験に戸惑いながらも、参加
者同士で協力し、楽しく一生懸命に避難所について考え
ることができました。

避難所生活スペースの説明

２月３日（金）、名古屋市立工業高校機械科の３年生を対象に「防災
講座」を実施しました。
工業高校に避難所が開設されたという想定で、
ＨＵＧ
（避難所運営
ゲーム）
を行いました。次々にやってくる避難者に「高齢者が多い。
２階に
上がれないのでは？」
「体調が悪い人は？」
「ペットはどうする？」など様々
な課題も上がり、
グループで意見を出し合いながら取り組みました。講座
後、
「防災についてすごく身近に感じた。災害が起こったとき少しでも
役に立ちたい」
「考えが甘かった。防災について考え直し
たい」などの感想が寄せられました。
卒業後、地域や社会で活躍する生徒たちには、地域
防災の担い手としての役割も期待されます。災害時、
自分たちにできることや日頃の備えについて考えるきっ
ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）の感想を発表する生徒たち
かけになったのではないでしょうか。

防災講座を開催しました！
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地域支えあい事業リポート！
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。

地域支えあい事業
啓発ＤＶＤが完成しました！

このたび、名古屋市全体で取り組みが広がっている「地域支
えあい事業」の啓発を目的に、区内の常磐学区を舞台にして
名古屋市社会福祉協議会がＤＶＤを作成しました。
ＤＶＤの中では「手伝ってもらって、本当に助かっている。」
という利用者さんや、
「何かお手伝いができることがあればと
思ってボランティアに登録した。」というご近所ボランティアさ
んが登場しています。
また、
「地域支えあい事業に取り組み、身近な相談窓口がで
きて良かった。」
「ボランティアがお手伝いすることにより、支
援が必要な方も一緒に作業をして、ご近所も手伝って、地域の
つながりが広がっていく。」というボランティアコーディネー
ターの思いも語られています。

。
介されています

常磐学区が紹

「地域支えあい事業とは具体的にどんな事業なのか知りたい。」
「学区で地域支えあい事業に取り組んでみたい。」
と思われる方は、
是非ＤＶＤをご活用ください。
（お問合せ先：中川区社会福祉協議会）

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

昭和橋学区相談窓口

八幡学区相談窓口

★開 設 日：毎週月・木曜日 9〜12時

★開 設 日：毎週水・金曜日 13〜1６時

★開設場所：昭和橋コミュニティセンター

★開設場所：八幡コミュニティセンター

★相談電話番号：070-5336-1244

★相談電話番号：070-5338-8011

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！

平成２8年度 賛助会員加入状況報告 （平成29年２月15日現在）
賛助会員にご加入をいただきありがとうございました。
皆さまにご協力いただいた賛助会費は、福祉活動やボランティア活動の推進、高齢
者のための福祉事業など、
中川区の福祉のために活用させていただきます。
平成２8年度実績

9,951,116円

（内訳）個人会員
法人会員

5,367名
446名
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7,930,616円
2,020,500円
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かがわ

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

より
ボラセンだ

1/17

なかがわボランティア＆福祉施設交流会を開催しました！
中川区役所講堂に高齢者施設・障がい児者施設・サロン運営者・ボランティア・
ボランティア活動希望者・
「認知症カフェ」
設置施設、
「認知症サポーター養成講
座」
修了者の方など、合わせて８５名が集まり、
たいへん盛り上がりました。
「参加者を元気にするための取り組み」
について、
メンバーを入れ替えたグ
ループで何度か話し合ったり、
フリータイムでは、参加者名簿やグループでの話
し合いの内容をもとに会場のあちこちで新たな『つながり』
をつくっていました。
参加者からは
「運営費の使い方や広報の仕方など、同じような悩みを持って
活動していることがわかった」
「 探していたボランティアさんが見つかってよ
かった」
などの声をいただいたほか、交流会後も『つながり』の報告が届いてい
ます。
また、すてきな『つながり』を今後のみなさんの活躍にいかしていただけれ
ばと思います。ご参加・ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

「1歩ふみだそう！ボランティア入門講座」
２月４日（土）に、名古屋市市民活動推進センターの主催する
「1歩ふみだそう！ボランティア入門講座」が中川区在宅サービ
スセンターにて行われました。
「そもそもボランティアってな
に？」というボランティアの基本から始まり、既に中川区内でボ
ランティア活動をされている方からの実践者報告、自分にあっ
たボランティアを探すコツなど、具体的で分かりやすいお話をし
ていただきました。
当日は10名の方にご参加いただき、少数ながらも和気あい
あいとした雰囲気の中で、参加した理由などについてお互いに
話し合う場ともなりました。
今回の講座で学んだことを振り返って、自分にできそうなこ
とから無理なく楽しくボランティア活動を始めていただければ幸いです。
ボランティア活動についての相談や、聞きたいこと等がありましたら、ぜひお気軽に区社協ボランティアセン
ターにご連絡ください！
コスモス

「地域ボランティア秋桜」
「地域の応援団ボランティアグループ」
両グループには、
ボランティア活動の先輩として実践者報告をしていただきました。
「地域ボランティア秋桜」
は中川区内で３０年近く活動しているベテランのグループです。現在は、
６か所の高齢
者施設や障がい者施設で、利用者の話し相手や作業のお手伝い、外出の付添い等の活動を行っています。実践
者報告の中では、代表の深澤さん
（写真左下）
より、
「利用者さんがだんだんと心を開いてくれていると感じると
きが、
活動していて１番嬉しい」
とお話しいただきました。
「地域の応援団ボランティアグループ」
は、生活の中のちょっとした困りごとや不便に感じることのお手伝いを
して、住み慣れた地域での暮らしを応援することを目的とした、生活支援のグループです。現在１４名で活動中
で、エアコンの清掃・庭の草刈り・家具の移
動・散歩の付添い等の活動実績がありま
す。実践者報告では、
メンバーの高須さん、
伊藤さんから
「地域に根ざしたボランティア
活動をすることで、
地域で新しいつながりを
持てた」
とお話しいただきました。
どちらのグループも現在
メンバー募集中です！ご興味
のある方は本会までご連絡
ください。
実践者報告の様子
地域の応援団ボランティアグループの活動の様子
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赤い羽根共同募金 ご協力ありがとうございました！
平成28年度

一般募金

歳末募金

赤い羽根共同募金 実績報告
区民まつり・福祉ふれあい広場・
名古屋市立工業高校・富田高校文化祭
などで募金を呼びかけました︒

皆さまから多くの募金をお寄せいただきま
した。集まった募金は、中川区内の地域福祉
事業、愛知県内の社会福祉施設の整備などに
活用させていただき
ます。ご協力ありがと
うございました。

平成28年度共同募金実績

11,293,515円
・家庭から
6,810,776円
・会社から
2,798,600円
・学校･幼稚園･保育園から
652,288円
・職場から
47,955円
・その他(イベント募金、赤い羽根協力店など) 702,146円

歳末たすけあい募金

281,750円

ボランティア保険加入のご案内
安心してボランティア活動する
ために「ボランティア保険」に加
入しましょう！
ボランティア活動中の事故によ
り、自身がケガをしたり、他人に
ケガをさせたり、他人の物を壊し
てしまった場合などに対する保
険です。万一の事故に備えて加入
をお勧めします。
＊３月13日(月)から平成29年度分の
加入を受け付けます。

種

万一の事故に
備えましょう！

活動保険

類

行事用保険

対象者

年間を通して活動する方

加 入
申込者

個人、
グループ、
行事の主催者である団体、
特定非営利活動法人（NPO法人） グループ等

掛

＜Ａプラン＞ 250円
＜Ｂプラン＞ 300円
＜Ｃプラン＞ 350円
※天災に対応したプランも
あります。(400円〜）

金

補償期間 加入の翌日から年度末まで

数日間の行事に参加する方

Ａ型（宿泊を伴わない行事）

１日１名につき３０円
※２０名以上から加入可能
Ｂ型（宿泊を伴う行事）
1泊2日1名につき202円〜
行事開催中

※平成29年度から保険料・補償内容に一部変更がありますのでご注意ください

詳しい保険の内容は 愛知県社会福祉協議会 のホームページで。
http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/soumu/hoken.html

ボランティア保険

愛知

保険のお申込方法などにつきましては、中川区社会福祉協議会までお問い合わせください。
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お借りして︑
ボランティアさんの

11,011,765円

ヨシヅヤ太平通り店の敷地を

協力を得て︑
街頭募金を
行いました︒

一般募金
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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。

にご相談を
軽
気
お
も
どんなことで

認知症高齢者家族支援事業のお知らせ
家族教室

無料

※各事業の日程、会場、内容などにつきましては
都合により変更になることがあります

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〜

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。

物忘れ相談医が認知症の症状や対応方法など、心配ごとや困りごとの相談に応じ、ご本
人、ご家族などの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から15:30

※西部のみ2回目は、
１５：００〜
１７：００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

開催時間 西部15：00から

西部 東部
タイトル
1 ようこそ家族教室へ ４/２１(金) ４/２１(金)

東部13：30から

2 認知症を正しく理解しよう ５/１９(金) ５/25(木)

1回1組30分程度３組まで

3 サービスについて知ろう ６/１６(金) ６/１６(金)

★5/9（火）、7/11（火）、9/12（火）は分
室での開催となります。

4 関わりについて学ぼう ７/２１(金) ７/２１(金)

個別相談です。
事前にお申し込みください。

5 介護体験を聞こう ８/１８(金) ８/１８(金)

家族サロン

西 部
4/11
（火）
★
5/9
（火）
6/13
（火）
★
7/11
（火）
8/8
（火）
★
9/12
（火）

東 部
４/２７
（木）
５/２５
（木）
６/29
（木）
７/２７
（木）
８/21
（月）
９/２９
（金）

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

開催時間 西部１３
：３０〜１５:００

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15:30
※分室でも家族交流会（やすらぎの
会）
として5/18(木)、7/20(木)、
9/21(木)に開催します。
（開催時
間：13:30〜15:30）

西 部
４/２６
（水）
５/２４
（水）
６/２８
（水）
７/２６
（水）
８/２３
（水）
９/２７
（水）

東 部
４/２０
（木）
５/１８
（木）
６/１５
（木）
７/２０
（木）
８/１７
（木）
９/２１
（木）

東部１４：００〜１５：３０
定 員 15名
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。

西 部
５/16
（火）
★
７/1８
（火）
９/１９
（火）

東 部
４/2４
（月）
６/2６
（月）
８/2８
（月）

※出張講座もご相談の上対応させていた
だきます。
★は分室開催となります。

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・介護などに関する身近な相談窓口です。
問合せ・
申込み・会場

■東部いきいき支援センター

電話 ３５４−８３４３

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。

■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）

・
・
・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
・
・
・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

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29年２月まで）

編集・発行

社会福祉法人
454‑0875

名古屋市中川区社会福祉協議会

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）

ホームページ

http://www.nakagawashakyo.jp
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

松葉公園
太平通

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。

中川文化●
小劇場
荒子
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

円空仏彫刻・木端の会 様
その他 匿名

市バス｢荒子駅」
ザ・ビッグ
エクスプレス荒子店 ●

高畑

N

あおなみ線

一般社団法人生命保険協会愛知県協会 様
軽自動車のご寄付をいただきました

八熊通

荒子

中日本フード株式会社 様
食肉のご寄付をいただきました

nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp

中川
郵便局●

荒子一丁目

地下鉄高畑駅
④番出口

メールドレス

中川
区役所
地下鉄東山線

TEL(052)352‑8257
FAX(052)352‑3825

編集・発行

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。

