
＝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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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！

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

　中川区では平成２６年度から名古屋市の委託を受けて「地域支えあい事業」を実施しています。
今年１０月から、新たに中川区で６学区目となる中島学区で地域支えあい事業が始まり、毎週水・
金曜日の午前９～１２時、中島公民館で相談窓口を開設しています。
　相談窓口では、ご近所ボランティアコーディネーター５名が学区の皆さんの困りごとを受け止
め、ご登録いただいているご近所ボランティアさんと協力して解決するための活動をしています。
　中島学区地域福祉推進協議会の川井会長はじめ役員の皆さんより、「学区全体で取り組んでい
きたい」「子どもから高齢者まで交流できるとい
い」など、住み慣れた地域をより良くしたいとの
想いが強く伝わってきます。このような取り組み
が中川区全体に広がり、困った時にご近所で助
けあい、住みやすいまちになるといいですね。

中島学区　困りごと相談窓口

★開設日：毎週水曜日・金曜日 ９：00～1２：00　
★開設場所：中島公民館
★相談電話番号：080－4182－9690

〈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
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30年8月～11月）

名古屋ヤクルト販売株式会社　様

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様　　　　●匿名 様

中島学区で
地域支えあい事業が始まりました！
中島学区で
地域支えあい事業が始まりました！

　１１月１日、中川区内にあるサロン･サークル関係者63名が中
川区役所講堂に一堂に会し、より良い活動を目指し参加者同士
が交流・情報交換をしました。
　当日は、特色のあるサロンの事例報告のほか、①みんなで悩
みを共有しよう！ ②こんな企画がおすすめ！③サロン運営者の元
気のもと！の３テーマに分かれて、それぞれ、普段の悩みを打ち
明けたり、過去に好評だった企画を教えあったりするなど、サロ
ン運営が円滑にできるような有益な情報が飛び交っていました。

ふれあい・いきいきサロン交流会を実施しました！ふれあい・いきいきサロン交流会を実施しました！

2月15日（金）と　き
中川区役所 講堂ところ

　近年注目されている「地域づくりによる介護予防」と
は…？
　日本福祉大学 社会福祉学部 准教授 横山由香里氏
の講演、区内の活動実践者の報告を通じて学びます。 ※申込方法は後日チラシ等でご案内します。

地域包括ケアシンポジウム地域包括ケアシンポジウム
～地域づくりによる介護予防～～地域づくりによる介護予防～地域のつながりが元気につながる！地域のつながりが元気につながる！

　参加者からは、「頑張りすぎないで、肩の力を抜くことも
大事だと、他のサロンの方のお話しを聞いて、気づかされた」
や「みんなが参加しやすいサロンづくりについて、もう一度
考えさせられるきっかけになった」といった声が聞こえてき
ました。
　今回の交流会をとおして、サロン同士の横のつながりが
でき日常的に情報交換していってもらい、区内のサロンが活
性化されていけば、と思います。

参加無料
定員 300名

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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名　称凡例
① 主催団体
② 会場（所在地）
③ 開催日時

こども食堂
① 特定非営利活動法人
秀愛の会

②アルカディア尾頭橋
交流プラザ
（尾頭橋三丁目14-12）
③ 第４(日 )12:00～ 14:00

なかがわ子ども食堂
①なかがわ子ども食堂
ボランティアグループ

② 鉄板焼・ちりとり鍋
「GORU」
（高畑三丁目138）
③ 月１回(火)18:00～19:30

ブラザーナイトこども食堂
①ブラザーナイト
こども食堂実行委員会

② 健遊館きなこの湯
デイサービス
（上高畑二丁目20）
③ 第 3(日 )11:00 ～ 13:00

こども未来食堂
① 社会福祉法人
フラワー園

②デイサービスセンター
西日置フラワー園
（西日置町10丁目107番地）
③ 第 3(日 )11:00 ～ 13:00

市立工業高校で、赤ちゃんとのふれあい体験実施市立工業高校で、赤ちゃんとのふれあい体験実施

知ろう！行こう！子ども食堂知ろう！行こう！子ども食堂

いきいき支援センターからのお知らせ

　１０月１２日（金）に中川区在宅サービスセンターで
キャラバン・メイト（以下、メイト）交流会を行いました。
メイトとは、認知症サポーターを養成する「認知症サ
ポーター養成講座」を開催し、講師役を務める方です。
　交流会には、メイトといきいき支援センター職員、
合せて２５名が参加しました。現在メイトは、中川区で
１９名の方が登録されていますが、個々がそれぞれに
活動をしており、メイト同士で情報交換する機会が少
なく、今回の交流会を企画することとなりました。

　　  
　前半は、名古屋市認知症相談支援センターの
鈴木善史副所長より養成講座の新テキストの目的と
要点についての講義を行いました。後半は、メイトと
してどのような活動をしていきたいか等意見交換会
を行いました。メイトの方々からは、「学校の先生等
を含め若い世代に広めていきたい」「サロンで地域向
けにやりたい」、「認知症サポーター養成講座の受講
後のフォローアップは課題」などの意見が出ました。
　今後もメイトの方々と共に認知症の普及啓発を
行っていきたいと思います。

平成３０年度 キャラバン・メイト交流会を開催しました。

　毎週土曜日、１５時頃から万場荘集会所前に生活協同組合コー
プあいちによる移動店舗「フレンズ便」が訪問しています。「近
くに買い物をする場所がない」という声があり、万場学区連合会、
中川区社会福祉協議会がコープあいちの移動店舗車を誘致して
から、10月で２周年を迎えました。
　今回は、移動販売が行われる前の 13 時より、万場荘集会所にてコープあいち・デイサービス法華・大
治町社協・中川区社協が相談ブース等を設けました。また、デイサービス法華のご協力があり、近隣住宅
参加者の送迎も特別に行っていただきました。コープの職員による手品やペンシルバルーン等のお楽しみ企

　全国各地でひろがりをみせる「子ども食堂」。子どもへの食事提供を通じて、子育て世帯、地域住民や
多世代などの交流・団らんの機会をつくっています。さらに、食育・学習などの個性ある取り組みも注目
されています。また、運営面では、地域の方々や事業者に支えられているケースが多いそうです。
　中川区でも４つの子ども食堂が展開（子どもは原則無料）していますが、温かいお食事と会場の裏には、
子どもたちの健やかな成長を願うあたたかい地域社会があるようです。

募集状況は子ども食堂によって異なります。また、開催日時が変更になることがありますので、
参加の際は、事前に社会福祉協議会へお問い合わせください。

ＪＡなごや中川中部支店から
主催団体へ「子どもたちの
ため、食育推進のため」と
してお米等の寄贈がありま
した。

万場荘コープあいち移動店舗
２周年祭が開催されました！

企業等による社会貢献

活　動　紹　介

　１０月２５日、市立工業高校でライフデザインという授業を選択している高校３
年生 29 名を対象に、実際の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」の授業を行いました。
　この体験授業は親子（赤ちゃん）のボランティア11組と、地域子育て支援センター
の保育士さん、中川保健センターの保健師さん、昭和橋学区主任児童委員さん、
子育て支援ボランティアの皆さんなど多くの方にサポートしていただいています。
　生徒たちは、パパやママと赤ちゃんの様子を見ながら、自分にも赤ちゃんだった頃があり、
こんな風に大切に接してもらっていたんだと気づく時間になり、自分もいつか親になった時は、子どもを
大切に育てていきたいという気持ちになったようです。
　また、参加してくださった親御さんは、子育ての大変さや楽しさとともに、我が子への想いを生徒たち
に伝えてくださり、生徒たちに将来の子どもの姿を重ね合わせて逆に質問をしたり、とても和やかな雰囲
気の中交流ができました。

今年１０月に法人の社会貢献
活動としてオープン。

画もあり、小中学生や小さい子ども連れの方も来ていました。
　区政協力委員、民生委員の方のご協力もあり、万場荘だけでなく
周辺の住宅の方にもイベントのチラシを広く配布していただきまし
た。移動販売を毎週土曜日に行っていることを初めて知ったという方
もみえたそうです。
　参加された方は、「ネットスーパー等あるけれど、やっぱり自分
の目で見て選んで購入できるのは嬉しい。」と話されていました。
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　１１月１８日（日）に、中川区役所駐車場および講堂で『第３０回中川区福祉ふれあい広場』を開催しました。多くの
方にご来場いただきありがとうございました。
　イベント会場では、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ました。スタンプラリーでは、車いす・手話・点字・メロディベル・ふれあい紙ひこうきの体
験を行い、来場者の多くの方が参加してくれました。
　区役所１階市民課前では、赤い羽根共同募金作品コンクールの優秀作品に加え、西養護学校児童・生徒の作品や、
福祉ふれあい広場の仲間たちの作品の展示も行い、多くの方にご覧いただくことができました。
　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、ふれあい広場に協力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、当日の運営には、１０代～８０代の幅広い年齢層の約７０名が、ボランティアとして参加。各テントで作業所な
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、ステージ運営のお手伝いをしたり、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いただきました。本当にありがとうございました。
　なお、このイベントは、赤い羽根共同募金配分金と賛助会費を財源に実施しました。

歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします

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

　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
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。
　平成２9年度は248,970円のご協力をいただきました。

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～

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

中川区内のこんなことに使われます
皆さまのあ

たたかい

ご協力をお
願いします

。

１２月１日～１２月３１日

〈運営協力〉（敬称略・順不同）
淨福寺／たかばた保育園／三菱UFJ銀行／株式会社花ごころ／中川コロナワールド／もち吉名古屋戸田店／シャトレーゼ高畑店／ダスキン和泉仙／
吉田麺業有限会社／名城商事株式会社／有限会社フィレンツェ／麺屋はなび／伊勢海老つけ麺真心堂／居酒屋ゆき／プレイランドトミダ／冨田商店
株式会社／タック株式会社
〈第30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／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・中川手話サークル／
中川区老人クラブ連合会／スリヤールワスリランカ／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／中川鯱城会／愛知県セルプセンター／（一社）コスモス成年後見サポートセンター愛知県支部／中川区役所／
中川区社会福祉協議会

　みつば会では、介護予防・認知症予防に取り組む意欲
が高い参加者に呼びかけて、独自の「体操リーダー」を養
成しています。体操リーダーは現在40名程となり、みつば
会会場で体操や脳トレコーナーを行って、参加者の方々
が楽しみながら体操や脳トレを始めるきっかけづくりを応
援しています。最近では、口コミで高齢者サロン、老人ク
ラブや福祉施設からも「ぜひ来てほしい」と声をかけてい
ただき、地域でのボランティア活動が増えつつあります。
　みつば会と体操リーダーの活動紹介の一環で、ふれあ
い広場のステージでは、音楽にあわせて体を動かす脳ト
レ体操とダンスを行い、会場を盛り上げました。

　本会が市から受託した介護予防と仲間づくりを目的とした事業（高齢者はつらつ長寿推
進事業）で「みつば会」の愛称で親しまれています。市内在住の６５歳以上の方を対象に、区
内１６会場で健康体操、レク、工作などを毎週実施。下記会場で30年度後期参加者を追加
募集中。気軽に本会までお問合せください。

「みつば会」とは？「みつば会」とは？

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）

第30回 中川区福祉ふれあい広場を開催しました中川区福祉ふれあい広場を開催しました

みつば会
※

の体操リーダー、ふれあい広場でも大活躍！みつば会
※

の体操リーダー、ふれあい広場でも大活躍！はつらつ長寿
推進事業

中川区在宅サービスセンター 10月 17日（水） ～ 10月 30日（火）
中川区役所　富田支所 11月  1  日（木）～ 11月 15日（木）
中川区役所 11月 18日（日）～ 12月  3  日（月）

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。

　また、ふれあい広場では、みつ
ば会有志にて模擬店「たません
のみつばや」を運営し、収益を共
同募金に寄付しました。来場者
からは「ほかほかでおいしいわ
～！」と好評でした。

ゲスト 与那覇政克 with Mamiさん ふれあい大合唱

30周年
記念企画

　区内小中学校の皆さんから、書道1,771点、ポスター399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！

児童生徒作品コンクール第70回赤い羽根協賛
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　１１月１８日（日）に、中川区役所駐車場および講堂で『第３０回中川区福祉ふれあい広場』を開催しました。多くの
方にご来場いただきありがとうございました。
　イベント会場では、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ました。スタンプラリーでは、車いす・手話・点字・メロディベル・ふれあい紙ひこうきの体
験を行い、来場者の多くの方が参加してくれました。
　区役所１階市民課前では、赤い羽根共同募金作品コンクールの優秀作品に加え、西養護学校児童・生徒の作品や、
福祉ふれあい広場の仲間たちの作品の展示も行い、多くの方にご覧いただくことができました。
　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、ふれあい広場に協力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、当日の運営には、１０代～８０代の幅広い年齢層の約７０名が、ボランティアとして参加。各テントで作業所な
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、ステージ運営のお手伝いをしたり、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いただきました。本当にありがとうございました。
　なお、このイベントは、赤い羽根共同募金配分金と賛助会費を財源に実施しました。

歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします

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

　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
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。
　平成２9年度は248,970円のご協力をいただきました。

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～

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

中川区内のこんなことに使われます
皆さまのあ

たたかい

ご協力をお
願いします

。

１２月１日～１２月３１日

〈運営協力〉（敬称略・順不同）
淨福寺／たかばた保育園／三菱UFJ銀行／株式会社花ごころ／中川コロナワールド／もち吉名古屋戸田店／シャトレーゼ高畑店／ダスキン和泉仙／
吉田麺業有限会社／名城商事株式会社／有限会社フィレンツェ／麺屋はなび／伊勢海老つけ麺真心堂／居酒屋ゆき／プレイランドトミダ／冨田商店
株式会社／タック株式会社
〈第30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／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・中川手話サークル／
中川区老人クラブ連合会／スリヤールワスリランカ／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／中川鯱城会／愛知県セルプセンター／（一社）コスモス成年後見サポートセンター愛知県支部／中川区役所／
中川区社会福祉協議会

　みつば会では、介護予防・認知症予防に取り組む意欲
が高い参加者に呼びかけて、独自の「体操リーダー」を養
成しています。体操リーダーは現在40名程となり、みつば
会会場で体操や脳トレコーナーを行って、参加者の方々
が楽しみながら体操や脳トレを始めるきっかけづくりを応
援しています。最近では、口コミで高齢者サロン、老人ク
ラブや福祉施設からも「ぜひ来てほしい」と声をかけてい
ただき、地域でのボランティア活動が増えつつあります。
　みつば会と体操リーダーの活動紹介の一環で、ふれあ
い広場のステージでは、音楽にあわせて体を動かす脳ト
レ体操とダンスを行い、会場を盛り上げました。

　本会が市から受託した介護予防と仲間づくりを目的とした事業（高齢者はつらつ長寿推
進事業）で「みつば会」の愛称で親しまれています。市内在住の６５歳以上の方を対象に、区
内１６会場で健康体操、レク、工作などを毎週実施。下記会場で30年度後期参加者を追加
募集中。気軽に本会までお問合せください。

「みつば会」とは？「みつば会」とは？

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）

第30回 中川区福祉ふれあい広場を開催しました中川区福祉ふれあい広場を開催しました

みつば会
※

の体操リーダー、ふれあい広場でも大活躍！みつば会
※

の体操リーダー、ふれあい広場でも大活躍！はつらつ長寿
推進事業

中川区在宅サービスセンター 10月 17日（水） ～ 10月 30日（火）
中川区役所　富田支所 11月  1  日（木）～ 11月 15日（木）
中川区役所 11月 18日（日）～ 12月  3  日（月）

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。

　また、ふれあい広場では、みつ
ば会有志にて模擬店「たません
のみつばや」を運営し、収益を共
同募金に寄付しました。来場者
からは「ほかほかでおいしいわ
～！」と好評でした。

ゲスト 与那覇政克 with Mamiさん ふれあい大合唱

30周年
記念企画
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名　称凡例
① 主催団体
② 会場（所在地）
③ 開催日時

こども食堂
① 特定非営利活動法人
秀愛の会

②アルカディア尾頭橋
交流プラザ
（尾頭橋三丁目14-12）
③ 第４(日 )12:00～ 14:00

なかがわ子ども食堂
①なかがわ子ども食堂
ボランティアグループ

② 鉄板焼・ちりとり鍋
「GORU」
（高畑三丁目138）
③ 月１回(火)18:00～19:30

ブラザーナイトこども食堂
①ブラザーナイト
こども食堂実行委員会

② 健遊館きなこの湯
デイサービス
（上高畑二丁目20）
③ 第 3(日 )11:00 ～ 13:00

こども未来食堂
① 社会福祉法人
フラワー園

②デイサービスセンター
西日置フラワー園
（西日置町10丁目107番地）
③ 第 3(日 )11:00 ～ 13:00

市立工業高校で、赤ちゃんとのふれあい体験実施市立工業高校で、赤ちゃんとのふれあい体験実施

知ろう！行こう！子ども食堂知ろう！行こう！子ども食堂

いきいき支援センターからのお知らせ

　１０月１２日（金）に中川区在宅サービスセンターで
キャラバン・メイト（以下、メイト）交流会を行いました。
メイトとは、認知症サポーターを養成する「認知症サ
ポーター養成講座」を開催し、講師役を務める方です。
　交流会には、メイトといきいき支援センター職員、
合せて２５名が参加しました。現在メイトは、中川区で
１９名の方が登録されていますが、個々がそれぞれに
活動をしており、メイト同士で情報交換する機会が少
なく、今回の交流会を企画することとなりました。

　　  
　前半は、名古屋市認知症相談支援センターの
鈴木善史副所長より養成講座の新テキストの目的と
要点についての講義を行いました。後半は、メイトと
してどのような活動をしていきたいか等意見交換会
を行いました。メイトの方々からは、「学校の先生等
を含め若い世代に広めていきたい」「サロンで地域向
けにやりたい」、「認知症サポーター養成講座の受講
後のフォローアップは課題」などの意見が出ました。
　今後もメイトの方々と共に認知症の普及啓発を
行っていきたいと思います。

平成３０年度 キャラバン・メイト交流会を開催しました。

　毎週土曜日、１５時頃から万場荘集会所前に生活協同組合コー
プあいちによる移動店舗「フレンズ便」が訪問しています。「近
くに買い物をする場所がない」という声があり、万場学区連合会、
中川区社会福祉協議会がコープあいちの移動店舗車を誘致して
から、10月で２周年を迎えました。
　今回は、移動販売が行われる前の 13 時より、万場荘集会所にてコープあいち・デイサービス法華・大
治町社協・中川区社協が相談ブース等を設けました。また、デイサービス法華のご協力があり、近隣住宅
参加者の送迎も特別に行っていただきました。コープの職員による手品やペンシルバルーン等のお楽しみ企

　全国各地でひろがりをみせる「子ども食堂」。子どもへの食事提供を通じて、子育て世帯、地域住民や
多世代などの交流・団らんの機会をつくっています。さらに、食育・学習などの個性ある取り組みも注目
されています。また、運営面では、地域の方々や事業者に支えられているケースが多いそうです。
　中川区でも４つの子ども食堂が展開（子どもは原則無料）していますが、温かいお食事と会場の裏には、
子どもたちの健やかな成長を願うあたたかい地域社会があるようです。

募集状況は子ども食堂によって異なります。また、開催日時が変更になることがありますので、
参加の際は、事前に社会福祉協議会へお問い合わせください。

ＪＡなごや中川中部支店から
主催団体へ「子どもたちの
ため、食育推進のため」と
してお米等の寄贈がありま
した。

万場荘コープあいち移動店舗
２周年祭が開催されました！

企業等による社会貢献

活　動　紹　介

　１０月２５日、市立工業高校でライフデザインという授業を選択している高校３
年生 29 名を対象に、実際の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」の授業を行いました。
　この体験授業は親子（赤ちゃん）のボランティア11組と、地域子育て支援センター
の保育士さん、中川保健センターの保健師さん、昭和橋学区主任児童委員さん、
子育て支援ボランティアの皆さんなど多くの方にサポートしていただいています。
　生徒たちは、パパやママと赤ちゃんの様子を見ながら、自分にも赤ちゃんだった頃があり、
こんな風に大切に接してもらっていたんだと気づく時間になり、自分もいつか親になった時は、子どもを
大切に育てていきたいという気持ちになったようです。
　また、参加してくださった親御さんは、子育ての大変さや楽しさとともに、我が子への想いを生徒たち
に伝えてくださり、生徒たちに将来の子どもの姿を重ね合わせて逆に質問をしたり、とても和やかな雰囲
気の中交流ができました。

今年１０月に法人の社会貢献
活動としてオープン。

画もあり、小中学生や小さい子ども連れの方も来ていました。
　区政協力委員、民生委員の方のご協力もあり、万場荘だけでなく
周辺の住宅の方にもイベントのチラシを広く配布していただきまし
た。移動販売を毎週土曜日に行っていることを初めて知ったという方
もみえたそうです。
　参加された方は、「ネットスーパー等あるけれど、やっぱり自分
の目で見て選んで購入できるのは嬉しい。」と話されていました。
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＝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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SPコードを載せました。
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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！

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

　中川区では平成２６年度から名古屋市の委託を受けて「地域支えあい事業」を実施しています。
今年１０月から、新たに中川区で６学区目となる中島学区で地域支えあい事業が始まり、毎週水・
金曜日の午前９～１２時、中島公民館で相談窓口を開設しています。
　相談窓口では、ご近所ボランティアコーディネーター５名が学区の皆さんの困りごとを受け止
め、ご登録いただいているご近所ボランティアさんと協力して解決するための活動をしています。
　中島学区地域福祉推進協議会の川井会長はじめ役員の皆さんより、「学区全体で取り組んでい
きたい」「子どもから高齢者まで交流できるとい
い」など、住み慣れた地域をより良くしたいとの
想いが強く伝わってきます。このような取り組み
が中川区全体に広がり、困った時にご近所で助
けあい、住みやすいまちになるといいですね。

中島学区　困りごと相談窓口

★開設日：毎週水曜日・金曜日 ９：00～1２：00　
★開設場所：中島公民館
★相談電話番号：080－4182－9690

〈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
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30年8月～11月）

名古屋ヤクルト販売株式会社　様

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様　　　　●匿名 様

中島学区で
地域支えあい事業が始まりました！
中島学区で
地域支えあい事業が始まりました！

　１１月１日、中川区内にあるサロン･サークル関係者63名が中
川区役所講堂に一堂に会し、より良い活動を目指し参加者同士
が交流・情報交換をしました。
　当日は、特色のあるサロンの事例報告のほか、①みんなで悩
みを共有しよう！ ②こんな企画がおすすめ！③サロン運営者の元
気のもと！の３テーマに分かれて、それぞれ、普段の悩みを打ち
明けたり、過去に好評だった企画を教えあったりするなど、サロ
ン運営が円滑にできるような有益な情報が飛び交っていました。

ふれあい・いきいきサロン交流会を実施しました！ふれあい・いきいきサロン交流会を実施しました！

2月15日（金）と　き
中川区役所 講堂ところ

　近年注目されている「地域づくりによる介護予防」と
は…？
　日本福祉大学 社会福祉学部 准教授 横山由香里氏
の講演、区内の活動実践者の報告を通じて学びます。 ※申込方法は後日チラシ等でご案内します。

地域包括ケアシンポジウム地域包括ケアシンポジウム
～地域づくりによる介護予防～～地域づくりによる介護予防～地域のつながりが元気につながる！地域のつながりが元気につながる！

　参加者からは、「頑張りすぎないで、肩の力を抜くことも
大事だと、他のサロンの方のお話しを聞いて、気づかされた」
や「みんなが参加しやすいサロンづくりについて、もう一度
考えさせられるきっかけになった」といった声が聞こえてき
ました。
　今回の交流会をとおして、サロン同士の横のつながりが
でき日常的に情報交換していってもらい、区内のサロンが活
性化されていけば、と思います。

参加無料
定員 300名

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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