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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

赤い羽根共同募金

ご協力ありがとうございました！
令和3年度

一般募金
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歳末募金

赤い羽根共同募金

実績報告

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。

令和3年度共同募金実績

9 , 871 , 173 円

一般募金・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・9,609,576円
歳末たすけあい募金 ・
・
・
・261,597円

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」
助成事業審査会の様子です。

高齢者寝具洗濯乾燥サービスを実施し
ました
80歳以上の方に清潔で快適な生活を送っていただくため、お布団の
洗濯乾燥サービス事業を実施しました。普段お使いのお布団がフカフ
カになり、利用された方から
「一日の幸せな時間。柔らかく暖かい布団
で眠れます。明日も頑張ろうと勇気をもらいました」
と感謝のお手紙も
届きました。
なお、
この事業は、区民の皆さまにご協力いただきました賛助会費と
赤い羽根共同募金の配分金で実施しております。
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▲
SPコードを載せました。
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報告

第4次中川区地域福祉活動計画

セカンドステージセミナー

いくつになっても元気で、人や社会とつながりの中で生きがいや役割を感じられるよう６５歳以
上の方を対象としたオンラインセミナーを行いました。
（申込制、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、会場での開催は中止しました。）
講師に、中日新聞朝刊で連載されている
「町内会長日記」
の記者である鈴木龍司氏をお招きしま
した。
鈴木氏自身がはじめて体験する町内会長の活動や関係する地域活動の取材を通じて、地域の
ために活動していらっしゃる方々との出会い、共助の現状や可能性を赤裸々にお話され、身近な
地域のために一歩踏み出す勇気をいただきました。

コロナ禍でも外出のきっかけに…。ふれあい給食会サービス事業
明正学区

新しいふれあい給食会

明正学区地域福祉推進協議会では、新型コロナウイルスの影響により、以前のような会食会が中止と
なっていました。参加者の再開を望む声や民生委員の皆さんの
「長引く自粛生活の中で、外出の機会が
つくれたら‥」
という想いから会食とは違う形で実現されました。
感染対策を講じた上で、理学療法士によるフレイル予防や自宅で簡単にできる体操などを30分間実
施しました。その後、参加者にレトルトカレーやパックご飯など日持ちする食品を配布しました。
久々の再会に相手を気遣う声や笑顔が多くみられました。
コロナ禍でも開催方法を工夫した取り組みとして大変参考になりました。
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愛知学区

冬休みこども楽校 開催！
１２月２５日
（土）
愛知コミュニティセンターにて週1回、地域
住民の集いの場として楽しまれている
「おしゃべりサロン」
の
運営メンバーをはじめ地域の方々が、愛知学区の小学生1〜
4年生を対象に
「冬休みこども楽校」
を開催しました。
各自、冬休みの宿題に取り組んだ後、パラリンピックの種
目で注目を浴びている
「ボッチャ」
を楽しみました。初めて体
験する子も多かったですが接戦を繰り広げていました。
最後には、サンタさんから素敵なクリスマスプレゼントをも
らい、クリスマスソングやお正月を迎える歌を歌いました。
ご近所のつながりが希薄と言われる今。
「地域の方々が
地域の子どもたちを見守る」
とても素敵な取り組みだと思い
ました。笑顔がたくさん見られました。

地域支えあい事業

住民同士の助け合い、
コロナ禍でもできることを！
！
五反田学区

戸 田 学 区

視力が急激に低下した一人暮らしの男性の方
が、地域で安心して暮らしていくために、住民同士
の助け合いでどのようなことができるか考える機
会として
「ボランティア検討会」
を開催しました。そ
の後、ボランティア同士で協力し、買い物支援や
日常的な見守りを行うことになりました。

網戸の張替え依頼があった際にボランティア
で対応できるよう網戸の張替えの手順等を学ぶ
「網戸の張替講座」
を実施しました。
当日は手順を学ぶだけではなく、実際に自宅か
ら持ち寄った網戸を張り替える作業も行いまし
た。参加者で声かけを行いながら真剣な眼差し
で皆さん作業に取り組まれました。

住民相談窓口
連

絡

先

毎週水曜日・金曜日9時〜12時

住民相談窓口

070-5331-7222

連

（五反田コミュニティセンター）

絡

先

毎週水曜日・金曜日９時45分〜12時30分

（富田地区会館）

090-6392-3306

地域支えあい事業とは、
ゴミ出し、蛍光灯の取り換えなどのちょっとした困りごとや介護に関する悩みなどをみな
さんの身近な場所で気軽に相談し、ボランティアや関係機関・専門職が連携をして問題解決を図り、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。
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助光中学校にて、認知症サポーター養成講座を開催しました！
1月18日
（月）
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
介護施設で働く職員の方を講師にお迎えして、
「認知症とは」
「認知症の症状について」
の講話をしていただきました。
その後認知症の人への対応について分かりやすく学んで
いただくために、先生と生徒さんに寸劇を行っていただき、ペ
アワークを交えながら意見交換・発表をしました。様々な意見
が出ましたが、
「認知症の人へ寄り添う事」
を基本にした答え
が多く出ました。相手の気持ちを思い、
やさしく接することが
大切だと学びを深めていただきました。

ボランティア保険加入のご案内

万一の事

故に
備えましょう！

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。
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

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＞ 500円
※天災に対応したプランも
あります。（400円〜）

（宿泊を伴わない行事）
＜日帰行事＞
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223円

加入の翌日から年度末まで

行事開催中

金

補償期間

行事に参加する方

令和3年度
賛助会員加入状況報告
（令和４年２月10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。

令和３年度実績

８,６３２,６３５円
内

※3月14日（月）から令和4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

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

http://www.aichi-fukushi.or.jp/vol/index.html

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。

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
（令和３年１１月〜令和４年１月）
がとうございました。

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）

TEL(052)352‑8257
FAX(052)352‑3825

nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp

八熊通
市バス｢荒子駅」
ザ・ビッグ
エクスプレス荒子店 ●

高畑

荒子
公園

ホームページ

http://www.nakagawashakyo.jp

荒子観音

中川文化●
小劇場

N

松葉公園

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

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！

中川
郵便局●

荒子一丁目

太平通

メールドレス

中川
区役所

あおなみ線

〈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。

編集・発行

荒子

様

法人会員

地下鉄高畑駅
④番出口

真宗大谷派 稱圓寺

様

6,965,635円
1,667,000円

個人会員

地下鉄東山線

円空仏彫刻 木端の会

訳

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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