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　１月２７日（月）中川区役所講堂において、『中川区福祉専門職連携の集い』を
開催しました。第４次中川区地域福祉活動計画では、「福祉専門職が連携でき
る環境づくりと協働」を目指し取り組みを進めています。
　複合的な課題を抱える世帯に対して、子ども・障がい・高齢・生活困窮・社協
など数多くの専門職が分野を超えて、総合的に支援ができるよう今後も顔の
みえるつながりづくりを進めていきます。

中川区の地域福祉を進めるために区民のみなさん、関係機関・社会福祉協議会が協働して策定した、
2019～2023年度５年間の活動計画です。詳細は中川区社会福祉協議会のホームページ

http://www.nakagawashakyo.jpでご覧いただけます。

「第４次中川区地域福祉活動計画」とは？「第４次中川区地域福祉活動計画」とは？

第４次中川区地域福祉活動計画

『つながる！中川
区の福祉専門職のネットワーク』

社協だより

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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いきいき支援センターからのお知らせ

　1/16に一柳中学校、1/17に助光中学校において、福祉体験学習の一環として認知症サポーター養成
講座を行いました。
　当日は、「認知症とは何か」「認知症の症状について」の講話だけでなく、より分かりやすく学んでいただ
くために福祉会館の認知症予防リーダーやキャラバンメイトの方々にご協力をいただき、寸劇も交えな
がら行いました。その後、認知症の方との接し方について生徒同士で話し合う時間を設け、最後に発表を
してもらいました。
　受講した中学生からは、「見た目では判断できなかったりすることもたくさんあるからこそ、困っている
ことも多いと思った。」「認知症の方は何も考えずに行動して
いると思っていたが、昔のことを覚えていたり、喜んだり悲し
んだりといった心情があることがわかった。」などといった意
見がありました。
　2025年には65歳以上の5人に１人が認知症になるといわ
れています。できるだけ長く、住み慣れた自宅で生活を続ける
には、地域や近隣の人達が普段の生活の中で、認知症の方を

見守り、出来る範囲でサポートすることが必要
になってきています。学校での講座のほか、職
場や地域からのご依頼による出張講座も行っ
ていますので、お気軽にご相談ください。

中学校で認知症サポーター養成講座を行いました。

　みつば会16会場の参加者、ご友人、そしてみつば会にご興
味がある方々を対象にした『交流会』を2月20日（木）に中川
区役所講堂にて開催しました。
　今回の交流会は、中川区内16会場の皆さん、一般の参加
者も含め総勢200名が一同に集う、とても盛大な『交流会』に
なりました。
　三輪先生の「音楽の時間」では皆さんで一緒に歌い、みつ
ば会から誕生した体操プログラムリーダーによる『脳トレ体
操』で身体をほぐして、会の終わりには、青春時代にタイムス
リップして、みんなで懐かしのフォークダンスをして盛り上が
りました。
　みつば会では、参加者自身の生きがいづくりに繋がる仲間
作りや、地域に役立てる活動を応援しています。気軽に始め
られる地域活動の一歩として、みつば会にご興味を持たれた
方は本会までお問い合わせください。

介護予防と仲間づくりを目的とした事業（名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業）を本会が受託、「みつば会」の愛称で実施。半期ごと
に参加者（市内在住の６５歳以上の方）を募集、区内１６会場で脳トレ、レク、体操など毎週さまざまなプログラムを実施しています。

「みつば会」とは？

☆活動紹介☆「みつば会※交流会」を開催しました！「みつば会※交流会」を開催しました！

みんなで懐かしのフォークダンス

体操プログラムリーダーによる脳トレ体操
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地域包括ケアシンポジウム開催報告

　２月19日（水）、日本福祉大学の原田正樹副学長をお招きし、みだしのテーマ
のシンポジウムを開催しました。

　現在、高齢者の分野では、医療や介護といっ
た「専門職」のサービスと「地域のつながり」を
中心とする生活支援・介護予防活動を包括的に提供する支援が進められてい
ますが、８０５０問題や子どもを含めた孤立する世帯の例を挙げ、これからは0歳
から100歳までの包括的な支援が大切である、とお話しいただきました。
　後段では、常磐学区の早瀬房紀氏から「地域支えあい活動」について、八幡
学区の神野政之氏から「地域交流会」について実践報告をいただきました。

地域共生社会の実現をめざして地域共生社会の実現をめざして

中川区地域支えあい事業リポート！中川区地域支えあい事業リポート！

　ゴミ出し、蛍光灯の取り替えなどのちょっとした困りごと
をみなさんの身近な場所で気軽に相談し、ボランティアを
中心に解決を図り、誰もが安心して暮らせるまちづくりを
目指した事業です。
　現在、中川区内では小学校区を単位に相談窓口が設置
され７学区が実施しています！

　窓口では、地域にお住まいのみなさんの相談を今か今かと心待ちに
しています。また、一緒にボランティアをする仲間も随時募集中です！

窓 口 電 話窓　口　開　設学 区

常　磐

千音寺

昭和橋

八　幡

五反田

中　島

戸　田

毎週水曜日・金曜日　9：00～12：00
（常磐コミュニティセンター）

毎週火曜日 10：00～13：00（富田北地域センター）
毎週木曜日 10：00～13：00（千音寺荘第１集会所）
毎週月曜日・木曜日　9：00～12：00
（昭和橋コミュニティセンター）

毎週水曜日・金曜日　13：00～16：00
（八幡コミュニティセンター）

毎週水曜日・金曜日　9：00～12：00
（五反田コミュニティセンター）

毎週水曜日・金曜日　9：00～12：00
（中島公民館）

毎週水曜日・金曜日　9：45～12：30
（富田地区会館）

０７０－５３３２－１２５５

０７０－５３３６－１２６６

０７０－５３３６－１２４４

０７０－５３３８－８０１１

０７０－５３３１－７２２２

０８０－４１８２－９６９０

０９０－６３９２－３３０６

地域支えあい事業とは…

相談窓口の様子

生活支援活動の様子

■実施学区の紹介

実施学区
順次
拡大中！
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※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。

ボランティア保険加入のご案内ボランティア保険加入のご案内

種　　類 活 動 保 険 行事用保険
対 象 者 年間を通して活動する方

個人、グループ、
特定非営利活動法人（NPO法人）

＜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～）

＜日帰行事＞（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
＜宿泊行事＞（宿泊を伴う行事）
　１泊２日１名につき253円～

行事の主催者である団体、
グループ等

行事に参加する方

加入申込者

掛　　金

補償期間 加入の翌日から年度末まで 行事開催中

　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９日（月）から令和２年度分の加入を受付します。 ※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

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。

http://www.aichi-fukushi.or.jp/vol/index.html
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。 ボランティア保険　愛知 検索

ボランティア保険加入のご案内ボランティア保険加入のご案内 備えましょう！

万一の事故に

＝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＝

編集・発行

〒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

（令和元年１１月～令和2年２月）

●円空仏彫刻・木端の会　様
●㈱グローバルエアカーゴ　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

令和元年度
賛助会員加入状況報告
（令和２年２月19日現在）

個人会員
7,080,029円

法人会員
１,９７１,０００円

9,051,029円

　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。

内
　
訳

実績
報告

令和元年度

赤い羽根共同募金 ご協力ありがとうございました！

赤い羽根共同募金
10,156,552円
262,353円

10,418,905円
一般募金 歳末募金

　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。

アズパーク、ヨシ
ヅヤ太平通り店
の敷地をお借り
して、ボランティ
アの皆さんと
街頭募金を行い
ました。

　中川区内では、地域福祉
推進協議会などへの助成、
「地域の底力を応援」助成
事業の実施などに活用させ
ていただいております。
　写真は今年度の「地域
の底力を応援」助成事業の
プレゼンテーションの様子
です。

令和元年度共同募金実績

●一般募金

●歳末たすけあい募金

令和元年度実績
『つながる！中川

区の福祉専門職のネットワーク』
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