
詳しくは、中川区社協ＨＰ（http://www.nakagawashakyo.jp/）
【問合せ先】☎（052）352-8257 担当：平林、神谷

 

　今年度で４年目を迎え、参加者の人数も増えてきて
います。参加者にお聞きすると、『このなかがわ男塾が
期間限定ではなく、いつでも、どこでも参加できる
機会があるといいな』との意見をいただきました。
　そこで今年度は、年間通じて講座やしゃべり場を開催
します。また、開催する会場も複数予定しております。
身近にいる家族や友人・知人などお誘いください！

・・・・ ・・・・

 なかがわ男塾！～参加者大募集～

＝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。

▲
SPコードを載せました。
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〒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）
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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！

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。

〈事業者の皆さまへ〉
社会貢献の一環として、寄付金の他、地域
のイベント等で使用させていただく物品や
お菓子のご寄付も募っています。
ご関心のある事業者の皆さま、ご連絡お待
ちしております。

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

（平成30年3月～平成30年４月）

●名古屋ヤクルト
　販売株式会社 様

メールドレス
nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp
ホームページ
http://www.nakagawashakyo.jp

TEL(052)352-8257
FAX(052)352-3825

「企業等による社会貢献活動紹介」コーナー ～子どもの見守り活動～
　企業や団体による社会貢献活動は全国的に広がっており、社会・福祉の課題解決に向けて様々な取り組みが行われています。
本会の地域福祉活動計画においても、社会貢献活動の啓発・促進について検討を重ねています。
　今回は、中川区内で「子どもの見守り活動」に取り組む「愛三特殊部品株式会社」様（荒子学
区）を、ご紹介します！活動計画の推進委員さんと一緒に柴田社長にお話しをお伺いました。
①いつから？　16年前から、小学生の登下校中に、会社の前に立って見守る活動を始め
ました。雨の日も雪の日もできるだけ毎日続けています。
②よかったことは？　地域の子どもや、その家族と顔がつながる関係になったこと。時々仕
事で立てない日があると、子どもの方が会社を覗きに来ることもあり、嬉しく思っています。
③今後の展望は？　これからも続けていきたいと思っています。こんな風に、誰でも取り組
みやすい活動があることを知ってもらい、もっと地域に広がっていけばいいなと思います。

　今回のような見守り活動以外にも、会議室や備品の貸出、本業を活かした講師役の派遣など、様々な形での貢献が可能です。
ご関心のある企業や団体の皆さま、本会で相談・調整をお引き受けいたしますので、ご連絡をお待ちしております！

サマーボランティアスクール＆１DAYサマボラ参加者募集！サマーボランティアスクール＆１DAYサマボラ参加者募集！
夏休みを利用して、ボランティア活動をしてみませんか？夏休みを利用して、ボランティア活動をしてみませんか？

■活動期間 ： ７月23日(月)～８月17日(金)までの４週間のうち、原則として同一週の５日間 
■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）

■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（7/2０）・事後研修会（8/27）に必ず参加できる方

■開催日時 ： ８月21日（火）10：00～15：00　■会場 ： 中川区在宅サービスセンター
■定員 ： 30名（申込多数の場合は抽選）　■参加対象 ：中川区内在住または在学の中学生・高校生

１DAYサマー
ボランティアスクール

サマーボランティア
スクール

■参 加 費　①②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※
①の児童福祉施設などで活動する
場合は、検便代150円が必要

■申込方法　①６月20日（水）まで
　　　　　　②７月20日（金）まで
　募集ちらし添付の所定の申込
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
集ちらしは、各学校や社会福祉
協議会、区役所などの公所にあ
ります。また、本会ホームページ
からもダウンロードできます。

第3次地域福祉活動計画の中で検討を重ねている「なかがわ子ども楽校」を夏休みにも開催します！
今回も勉強・調理・遊びの中からやりたいことを自由に選べるプログラムを予定しています。

①7月30日㈪10：00～15：00  ②7月31日㈫10：00～15：00日時
区内在住の小学生（保護者の方は参加できません）対象
①中川区在宅サービスセンター（小城町１-１-20） ②富田北地域センター（中川区吉津４丁目3201）場所

各日100円料金 各日２５人（抽選）定員
7月23日（月)までに必着。申込

区内の社会福祉施設で、高齢者や障がいのある方、子どもたちとふれあい
ながら行う連続５日間のボランティア活動です。

身近で困っている人の手助け体験や参加者同士で協力するレクリエーション
を通して、ボランティアのはじめの一歩を踏み出す１日のみの体験講座です。

①

②

　②「男のしゃべり
場」

　②「男のしゃべり
場」 　男性が気軽に集ま

って話せる場を開放
。

　男同士のたまり場
として、コーヒーを

淹

れたり、おしゃべり
したり、楽しい時間

を

共有していただきま
した。参加者発信で

の

「知って得する雑学
コーナー」で盛り上

が

りました。

『なかがわ男塾！』活動レポート第３次地域福祉活動計画 

　「人が出会う機会づくり」として、地域のつながりづくりを目的としています。
　地域にあるサロンなど、『地域で集まる場に男性の姿が少ない。』『興味があっても女性
ばかりだからとなかなか参加しにくい。』など、よく耳にします。男性の集える場をつくり、地
域につなげていく活動として発足したものが、
“なかがわ男塾！”です。

　自宅で簡単料理！手
間をかけない料理術に

挑

戦していただきました
。

　初めてエプロンを身
に着けたという方、こ

の

日のためにエプロンを
購入したという方など

、

実は料理に興味を持っ
ていて、調理を通じて

和

気あいあいと盛り上が
りました。

　①「男の自活力」
～おつまみ作りに挑

戦～
　①「男の自活力」

～おつまみ作りに挑
戦～

☆活動紹介☆☆活動紹介☆

なかがわ子ども楽校in2018夏なかがわ子ども楽校in2018夏 参加者募集！参加者募集！

男性の力で、地域
を盛り上げませんか！

地域のイキイキおやじになりませんか？地域のイキイキおやじになりませんか？
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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。
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※賛助会員への加入は強制ではありません。本会の趣旨にご賛同いただける皆さまのご協力をお願いいたします。

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
（本会等から他の助成を受けているまたは予定のある団体は除く。原則、必ず下記の公開プレゼン
テーションへの出席が必要。）

6/29（金）までに、所定の様式に必要事項をご記入のうえ添付書類を付けて、
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
祉協議会や区役所等の公所にあります。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。
書類・公開プレゼンテーションによる審査
平成30年7月23日（月）13:30～（予定）　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、原則必ずご出席ください。

①はばたき事業助成（新規・拡充、発展的事業助成）
②ささえあい活動助成（住民参加型福祉活動助成）

１団体（１事業）あたり 100,000円（上限）
１団体　20,000円（上限）

助成
対象

助成
種類

申請
方法

審査
方法

中川区社会福祉協議会 事業計画
❶ 地域福祉推進事業
●★地域福祉推進協議会活動への助成・支援(つな
がり応援事業【新規】を含む)

●地域支えあい事業（市委託事業）の支援
●★公開プレゼンテーションによる地域福祉活動への助成
●高齢者等サロンの整備等推進事業（市委託事業）の実施

❸ 高齢者福祉事業
●名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業の実施（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、老人クラブ実施事業への助成

❹ 障がい者福祉事業
●★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

❷ ボランティア活動推進事業
●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
★初級手話講座など各種ボランティア講座の開催
●学校等における福祉教育への支援

❾ その他の取り組み
●車いす・車いす対応車・福祉用具等の貸出
●生活福祉資金の貸付【愛知県社協協力事業】
★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

●地域包括ケア推進会議、障害者自立支援連絡協議会な
ど関係組織への参画
●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

❽ 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
●第４次地域福祉活動計画の策定

●★広報誌「Ｗｅｌなかがわ」の発行（年４回）
●ホームページ、ブログ「なかがわ和輪話（わわわ）」の運営

❼ 広報啓発事業

❻ 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、コピー機の設置

★子ども会活動、保育園、留守家庭児童育成会等の
実施事業への助成

●子育て支援ネットワーク連絡会への参画

❺ 児童福祉事業

●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。

　みつば会では、脳トレ、レクリエーション、体操、歌の合唱、もの作りなど、毎
週さまざまなプログラムを実施しています。月1回の参加者企画では、グルー
プで知恵を出し合い、協力して楽しい企画を考えます。ゲーム、歌、折り紙など
得意なことや日頃の活動を披露しあうことで、参加者の方々の活動の幅が広
がっています。
　また、みつば会有志による体操プログラムリーダーが他の会場へ出向き、
脳トレや体操のミニコーナーを行うこともあります。一見複雑な動きですが・・・
初めての方もご安心を。ちょっとくらい間違えてもみんなで笑いとばして明る
い雰囲気に。日々の健康増進はもちろん、身近な場面で活躍の場を広げ、生き
がいづくり活動を応援していきます！

　本会では、「みつば会」の愛称で「名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業」を実施。市内
在住の６５歳以上の方を対象に、地域のコミュニティセンターなど中川区内の１６会場で、
介護予防と仲間づくりを支援しています。
　※30年度前期（４月～９月）事業で、下記会場の参加者を若干名追加募集します。
　　随時見学ができますので本会へお問合せください。

「みつば会」とは？

※半期ごとに参加者を募集。後期（１０月～翌年３月）参加者は８月募集予定。

毎週火曜日  ９：30～11：30広見コミュニティセンター（西日置二丁目16-1）
毎週水曜日 10：00～12：00富永神明集会所（富永三丁目90）
毎週水曜日 13：30～15：30東起町公民館（東起町4-97）

体操プログラムリー
ダーが脳トレ体操や
歌を披露して会場を
盛り上げています。

文字カードを使った単語つくり。頭に浮
かんだ語彙のチョイスには個性がキラリ
☆。思わず笑ってしまうような言葉も。

地域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、

皆さんからいただいた赤い羽根共同募金や
賛助会費を財源に助成をする事業です。

平成30年度賛助会員募集のお願い及び平成29年度実績報告
　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進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。

１口１,０００円 個人会員7,526,299円　法人会員2,047,500円
賛助会費収入額　9,573,799円年

会
費

本年度もみなさまのご理解とあたたかいご協力をよろしくお願いいたします。

個 人 会 員
１口5,０００円
法人・団体会員

内訳
29年度
実績

☆活動紹介☆

～頭と身体を整えながら楽しく仲間づくり♪～
「みつば会」  （名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業）「みつば会」  （名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業）

平成30年度

平成30年度 収支予算 総合計126,160,000円

支出
単位：千円
支出
単位：千円

収入
単位：千円
収入
単位：千円

前年度繰越金
12,868  10.2%

広報・啓発事業費
150  0.1%

経常経費
補助金収入
64,156
50.9%

受託金収入
17,826  14.1%

会費、
寄附金収入
10,458  8.3%

貸付、事業、
負担金収入等
4,924  3.9%

積立金取崩収入
15,928  12.6%

事務費、負担金
8,969  7.1%

地域福祉推進事業費
15,903  12.6%

その他（予備費等）
8,212  6.5%

人件費
57,255
45.4%

積立資産等積立費
13,711
10.9%

その他事業費
229  0.2%

ボランティア活動
推進事業費
551  0.4%

高齢者福祉事業費
14,633
11.6%

児童福祉事業費
3,907  3.1%

低所得者福祉事業費
1,269  1.0%
障がい者（児）福祉事業費
1,371  1.1%
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※賛助会員への加入は強制ではありません。本会の趣旨にご賛同いただける皆さまのご協力をお願いいたします。

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
（本会等から他の助成を受けているまたは予定のある団体は除く。原則、必ず下記の公開プレゼン
テーションへの出席が必要。）

6/29（金）までに、所定の様式に必要事項をご記入のうえ添付書類を付けて、
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
祉協議会や区役所等の公所にあります。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。
書類・公開プレゼンテーションによる審査
平成30年7月23日（月）13:30～（予定）　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、原則必ずご出席ください。

①はばたき事業助成（新規・拡充、発展的事業助成）
②ささえあい活動助成（住民参加型福祉活動助成）

１団体（１事業）あたり 100,000円（上限）
１団体　20,000円（上限）

助成
対象

助成
種類

申請
方法

審査
方法

中川区社会福祉協議会 事業計画
❶ 地域福祉推進事業
●★地域福祉推進協議会活動への助成・支援(つな
がり応援事業【新規】を含む)
●地域支えあい事業（市委託事業）の支援
●★公開プレゼンテーションによる地域福祉活動への助成
●高齢者等サロンの整備等推進事業（市委託事業）の実施

❸ 高齢者福祉事業
●名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業の実施（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、老人クラブ実施事業への助成

❹ 障がい者福祉事業
●★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

❷ ボランティア活動推進事業
●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
★初級手話講座など各種ボランティア講座の開催
●学校等における福祉教育への支援

❾ その他の取り組み
●車いす・車いす対応車・福祉用具等の貸出
●生活福祉資金の貸付【愛知県社協協力事業】
★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

●地域包括ケア推進会議、障害者自立支援連絡協議会な
ど関係組織への参画
●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

❽ 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
●第４次地域福祉活動計画の策定

●★広報誌「Ｗｅｌなかがわ」の発行（年４回）
●ホームページ、ブログ「なかがわ和輪話（わわわ）」の運営

❼ 広報啓発事業

❻ 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、コピー機の設置

★子ども会活動、保育園、留守家庭児童育成会等の
実施事業への助成
●子育て支援ネットワーク連絡会への参画

❺ 児童福祉事業

●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。

　みつば会では、脳トレ、レクリエーション、体操、歌の合唱、もの作りなど、毎
週さまざまなプログラムを実施しています。月1回の参加者企画では、グルー
プで知恵を出し合い、協力して楽しい企画を考えます。ゲーム、歌、折り紙など
得意なことや日頃の活動を披露しあうことで、参加者の方々の活動の幅が広
がっています。
　また、みつば会有志による体操プログラムリーダーが他の会場へ出向き、
脳トレや体操のミニコーナーを行うこともあります。一見複雑な動きですが・・・
初めての方もご安心を。ちょっとくらい間違えてもみんなで笑いとばして明る
い雰囲気に。日々の健康増進はもちろん、身近な場面で活躍の場を広げ、生き
がいづくり活動を応援していきます！

　本会では、「みつば会」の愛称で「名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業」を実施。市内
在住の６５歳以上の方を対象に、地域のコミュニティセンターなど中川区内の１６会場で、
介護予防と仲間づくりを支援しています。
　※30年度前期（４月～９月）事業で、下記会場の参加者を若干名追加募集します。
　　随時見学ができますので本会へお問合せください。

「みつば会」とは？

※半期ごとに参加者を募集。後期（１０月～翌年３月）参加者は８月募集予定。

毎週火曜日  ９：30～11：30広見コミュニティセンター（西日置二丁目16-1）
毎週水曜日 10：00～12：00富永神明集会所（富永三丁目90）
毎週水曜日 13：30～15：30東起町公民館（東起町4-97）

体操プログラムリー
ダーが脳トレ体操や
歌を披露して会場を
盛り上げています。

文字カードを使った単語つくり。頭に浮
かんだ語彙のチョイスには個性がキラリ
☆。思わず笑ってしまうような言葉も。

地域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、

皆さんからいただいた赤い羽根共同募金や
賛助会費を財源に助成をする事業です。

平成30年度賛助会員募集のお願い及び平成29年度実績報告
　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進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。

１口１,０００円 個人会員7,526,299円　法人会員2,047,500円
賛助会費収入額　9,573,799円年

会
費

本年度もみなさまのご理解とあたたかいご協力をよろしくお願いいたします。

個 人 会 員
１口5,０００円
法人・団体会員

内訳
29年度
実績

☆活動紹介☆

～頭と身体を整えながら楽しく仲間づくり♪～
「みつば会」  （名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業）「みつば会」  （名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業）

平成30年度

平成30年度 収支予算 総合計126,160,000円

支出
単位：千円
支出
単位：千円

収入
単位：千円
収入
単位：千円

前年度繰越金
12,868  10.2%

広報・啓発事業費
150  0.1%

経常経費
補助金収入
64,156
50.9%

受託金収入
17,826  14.1%

会費、
寄附金収入
10,458  8.3%

貸付、事業、
負担金収入等
4,924  3.9%

積立金取崩収入
15,928  12.6%

事務費、負担金
8,969  7.1%

地域福祉推進事業費
15,903  12.6%

その他（予備費等）
8,212  6.5%

人件費
57,255
45.4%

積立資産等積立費
13,711
10.9%

その他事業費
229  0.2%

ボランティア活動
推進事業費
551  0.4%

高齢者福祉事業費
14,633
11.6%

児童福祉事業費
3,907  3.1%

低所得者福祉事業費
1,269  1.0%
障がい者（児）福祉事業費
1,371  1.1%
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詳しくは、中川区社協ＨＰ（http://www.nakagawashakyo.jp/）
【問合せ先】☎（052）352-8257 担当：平林、神谷

 

　今年度で４年目を迎え、参加者の人数も増えてきて
います。参加者にお聞きすると、『このなかがわ男塾が
期間限定ではなく、いつでも、どこでも参加できる
機会があるといいな』との意見をいただきました。
　そこで今年度は、年間通じて講座やしゃべり場を開催
します。また、開催する会場も複数予定しております。
身近にいる家族や友人・知人などお誘いください！

・・・・ ・・・・

 なかがわ男塾！～参加者大募集～

＝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。

▲
SPコードを載せました。
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〒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）
社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
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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！

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。

〈事業者の皆さまへ〉
社会貢献の一環として、寄付金の他、地域
のイベント等で使用させていただく物品や
お菓子のご寄付も募っています。
ご関心のある事業者の皆さま、ご連絡お待
ちしております。

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

（平成30年3月～平成30年４月）

●名古屋ヤクルト
　販売株式会社 様

メールドレス
nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp
ホームページ
http://www.nakagawashakyo.jp

TEL(052)352-8257
FAX(052)352-3825

「企業等による社会貢献活動紹介」コーナー ～子どもの見守り活動～
　企業や団体による社会貢献活動は全国的に広がっており、社会・福祉の課題解決に向けて様々な取り組みが行われています。
本会の地域福祉活動計画においても、社会貢献活動の啓発・促進について検討を重ねています。
　今回は、中川区内で「子どもの見守り活動」に取り組む「愛三特殊部品株式会社」様（荒子学
区）を、ご紹介します！活動計画の推進委員さんと一緒に柴田社長にお話しをお伺いました。
①いつから？　16年前から、小学生の登下校中に、会社の前に立って見守る活動を始め
ました。雨の日も雪の日もできるだけ毎日続けています。
②よかったことは？　地域の子どもや、その家族と顔がつながる関係になったこと。時々仕
事で立てない日があると、子どもの方が会社を覗きに来ることもあり、嬉しく思っています。
③今後の展望は？　これからも続けていきたいと思っています。こんな風に、誰でも取り組
みやすい活動があることを知ってもらい、もっと地域に広がっていけばいいなと思います。

　今回のような見守り活動以外にも、会議室や備品の貸出、本業を活かした講師役の派遣など、様々な形での貢献が可能です。
ご関心のある企業や団体の皆さま、本会で相談・調整をお引き受けいたしますので、ご連絡をお待ちしております！

サマーボランティアスクール＆１DAYサマボラ参加者募集！サマーボランティアスクール＆１DAYサマボラ参加者募集！
夏休みを利用して、ボランティア活動をしてみませんか？夏休みを利用して、ボランティア活動をしてみませんか？

■活動期間 ： ７月23日(月)～８月17日(金)までの４週間のうち、原則として同一週の５日間 
■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）

■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（7/2０）・事後研修会（8/27）に必ず参加できる方

■開催日時 ： ８月21日（火）10：00～15：00　■会場 ： 中川区在宅サービスセンター
■定員 ： 30名（申込多数の場合は抽選）　■参加対象 ：中川区内在住または在学の中学生・高校生

１DAYサマー
ボランティアスクール

サマーボランティア
スクール

■参 加 費　①②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※
①の児童福祉施設などで活動する
場合は、検便代150円が必要

■申込方法　①６月20日（水）まで
　　　　　　②７月20日（金）まで
　募集ちらし添付の所定の申込
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
集ちらしは、各学校や社会福祉
協議会、区役所などの公所にあ
ります。また、本会ホームページ
からもダウンロードできます。

第3次地域福祉活動計画の中で検討を重ねている「なかがわ子ども楽校」を夏休みにも開催します！
今回も勉強・調理・遊びの中からやりたいことを自由に選べるプログラムを予定しています。

①7月30日㈪10：00～15：00  ②7月31日㈫10：00～15：00日時
区内在住の小学生（保護者の方は参加できません）対象
①中川区在宅サービスセンター（小城町１-１-20） ②富田北地域センター（中川区吉津４丁目3201）場所

各日100円料金 各日２５人（抽選）定員
7月23日（月)までに必着。申込

区内の社会福祉施設で、高齢者や障がいのある方、子どもたちとふれあい
ながら行う連続５日間のボランティア活動です。

身近で困っている人の手助け体験や参加者同士で協力するレクリエーション
を通して、ボランティアのはじめの一歩を踏み出す１日のみの体験講座です。

①

②

　②「男のしゃべり
場」

　②「男のしゃべり
場」 　男性が気軽に集ま

って話せる場を開放
。

　男同士のたまり場
として、コーヒーを

淹

れたり、おしゃべり
したり、楽しい時間

を

共有していただきま
した。参加者発信で

の

「知って得する雑学
コーナー」で盛り上

が

りました。

『なかがわ男塾！』活動レポート第３次地域福祉活動計画 

　「人が出会う機会づくり」として、地域のつながりづくりを目的としています。
　地域にあるサロンなど、『地域で集まる場に男性の姿が少ない。』『興味があっても女性
ばかりだからとなかなか参加しにくい。』など、よく耳にします。男性の集える場をつくり、地
域につなげていく活動として発足したものが、
“なかがわ男塾！”です。

　自宅で簡単料理！手
間をかけない料理術に

挑

戦していただきました
。

　初めてエプロンを身
に着けたという方、こ

の

日のためにエプロンを
購入したという方など

、

実は料理に興味を持っ
ていて、調理を通じて

和

気あいあいと盛り上が
りました。

　①「男の自活力」
～おつまみ作りに挑

戦～
　①「男の自活力」

～おつまみ作りに挑
戦～

☆活動紹介☆☆活動紹介☆

なかがわ子ども楽校in2018夏なかがわ子ども楽校in2018夏 参加者募集！参加者募集！

男性の力で、地域
を盛り上げませんか！

地域のイキイキおやじになりませんか？地域のイキイキおやじになりませんか？

社協だよりVol.722018 .62018 .6

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。
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