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公開プレゼンテーションによる審査会を開催しました！公開プレゼンテーションによる審査会を開催しました！

　「地域の底力を応援」助成事業の審査会を、７月2９日に中川
区役所講堂で、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら
開催しました。
　この事業は、中川区で活動しているボランティアグループ、
サロン・サークル活動にはどのようなものがあるか、お互い出
会い・知り合う機会をつくること、また財源としている賛助会
費・共同募金の寄付をしていただいた方々に、使いみちを知っ
てもらうことを目的として行っています。
　当日は申し込みをいただきました19団体による熱のこもっ
たプレゼンテーションが行われました。
　助成金交付決定団体は右記のとおりです。

～ささえあい活動助成～
サ ロ ン

サークル

非営利活動団体

ボランティアグループ

多胎児子育てサークル ひまわりキッズ
日本伝統文化茶道・華道 ひまわりの会
中川フレンズ
手話サークル春の会

子育て支援グループ じゃんけんぽん
傾聴ボランティア みみちゃん
クローバー・クラブ
中川子育て支援ボランティア ブーフーウー

特定非営利活動法人 えがお咲く丘
（なないろさぽーと・スマイルサンフラワー高畑）
勝笑演芸一座

打出荘ふれあいサロン
みなと医療生活協同組合 荒子東支部
サロンたかばた実行委員会
チューブ体操 健康サロン
にこにこサロン・１日サロン憩デー
ひだまりサロン
みなと医療生活協同組合 中島支部
　“おしゃべりサロン”

助成金交付決定団体

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。
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中川区社会福祉協議会　令和3年度　収支決算

収入合計　126,776,449円 支出合計　126,776,449円

経常経費補助金
70,524,887
55.6%

受託金
15,394,907
12.2%

会費、寄附金
10,810,873
8.5%

貸付、事業、
負担金等
5,583,178　4.4%

前年度繰越金
12,026,176　9.5%

積立資産取崩
12,436,428　9.8%

人件費
61,375,346
48.4%

事務費、負担金等
10,947,693
8.6%

事業費
12,919,375
10.2%

積立資産
8,695,769
6.9%

次年度繰越金
15,219,995　12.0%

助成金
17,618,271
13.9%

■助成金の内訳
高齢者 7,399,770 42.0%
障がい児・者 70,000 0.4%
児童・青少年 2,626,501 14.9%
福祉・育成援助 7,222,000 41.0%
ボランティア活動 300,000 1.7%

収入
単位：円

支出
単位：円

9,871,173円
令和3年度の募金総額

がはじまります！
１２月１日からは、歳末たすけあい募金もあわせて行われます

『赤い羽根協賛  児童生徒作品コンクール』『赤い羽根協賛  児童生徒作品コンクール』

　共同募金は、翌年度の使いみちの計画をたて、募金を募る仕組み
です。よりよい地域づくりのために、みなさまのあたたかいご協力を
お願いいたします。

　共同募金は１０月１日から全国一斉に行われる募金活動で、住民の皆さまの自発的なたすけあいの精
神に支えられた民間の福祉活動を支援するための募金です。
　中川区で集められた募金は、主に中川区の福祉のために役立てられます。
　また、大規模な災害が起こったときの備えとして、募金額の一部が愛知県共同募金会で積み立てら
れます。

共同募金運動の一環として、小中学生を対象とした書道、ポスターの作品コンクールが行われます。優秀作品を、下記の日程で展示予定です。

じぶんの町を良くするしくみ。

10月 7 日（金）～10月11日（火）
10月18日（火）～10月27日（木）
11月 1 日（火）～11月11日（金）
11月16日（水）～11月29日（火）

NHK名古屋放送センタービル1階プラザウェーブ21で展示（愛知県共同募金会入賞作品のみ）

中川区在宅サービスセンター
中川区役所
富田支所

インターネットで詳しい共同募金の使いみちを見ることができます。
赤い羽根データベース『はねっと』https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home

令和4年度 目標額　9,918,000円
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第4次中川区地域福祉活動計画ニュース第4次中川区地域福祉活動計画ニュース

　平成３１年（2019年）4月から5か年の計画期間のうち、３年
が経過しました。
　計画で定めた取り組みを具体的に進めていただいている住
民や関係機関・団体の皆さんで構成する委員会を８月1日に開
催し、各委員から「コロナ禍の影響を受けて足踏みしたが、やっ
てみてはじめてわかったこともある」等の報告・意見交換がな
されました。
　汲田千賀子委員長（同朋大学社会福祉学部准教授）に、計画
策定当時から地域社会が変化し続けていることを前提に、「今、何が地域の課題になっているのか、“肌
感覚”を大切にしていきましょう」と総括いただき、今後の展望を全体共有しました。

はつらつサポーター養成講座を開催しました！はつらつサポーター養成講座を開催しました！みつば会

　はつらつサポーターとは、名古屋市高齢者はつらつ長
寿推進事業の企画・運営をお手伝いしてくださる地域の
ボランティアのことで、そんなボランティアの方の養成、
スキルアップを目的とした講座を3年ぶりに開催し、多く
の方に受講していただきました。
　はつらつサポーターさんには、事業の企画・運営のお
手伝い、サポートを必要とする方の手助けのほか、ご自
分の得意なことを活かして会場を盛り上げるなど、幅広
い活躍を期待しています。一緒に「はつらつ」を盛り上げ
ていきましょう！

　市内在住の６５歳以上の方を対象に、中川区１６会場で、毎週手芸・工作や健康体操、レク
リエーションなどを楽しみながら、介護予防と仲間づくりに取り組んでいます。ご興味のある方
はお問合せください！

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業とは？　中川区では「みつば会」と呼ばれています！

『「応援団」の地域交流会』を開催しました！
　令和２年度に、個人や団体で福祉活動をしている
方々が集まり、お互いの活動を知り交流する目的で開
催した「荒子学区地域交流会」。第2回目を6月24日に
開催しました。
　前回ご参加いただいた方に加えて、中川区の魅力を
発信する「はっけん・たんけん・中川区まちの魅力発信
隊」の方にお越しいただき、交流を図りました。
　今後も、同じ地域に住み活躍している方が交流を深
めるとともに、より一層住みよい地域となるよう、みん
なが一緒に考える機会をつくっていきたいと思います。

『中川区地域福祉活動計画推進委員会』を開催しました！
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　千音寺学区地域福祉推進協議会では、千音寺荘集会所にて誰も
が気軽に立ち寄って交流できる場としてサロンを開催していました
が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止していました。
中止期間中に自身の体調面を心配する声や再開を望む声など多く
の方々からのご意見がありました。そこで、ボランティア同士で再開
に向けた話し合いを行い、6月２７日に約2年ぶりに再開しました。
　当日は、開始前から続々と人が集まり、「再開を待っていたよー」
「元気だった?」などと笑顔が溢れ、大変賑わっていました！

「喫茶サロンせんのんじ」
開催日時 毎月最終月曜日10時～11時45分
開催場所 千音寺荘第二集会所

相談
窓口

時間／10時～13時
●火曜日…富田北地域センター
●金曜日…千音寺荘第一集会所

相談
窓口

時間／9時～12時
●水曜日・金曜日 常磐コミュニティセンター

千音寺学区

　常磐学区地域福祉推進協議会では、平成２９年から長良八劔社に
て、地域支えあい相談窓口も兼ねたサロンを開催しています。新型
コロナウィルス感染症拡大の影響により中止する期間もありました
が、６月１５日に再開をしました。（今後、新型コロナウィルス感染症拡
大の影響によって中止となる場合もあります。）
　居宅介護支援事業所の方に生活に関する豆知識のお話を聞いた
り、困りごとの相談をしたり、参加者さん同士で談笑をしたり…気軽に
ぶらっと立ち寄り、ほっと一息つくことのできる空間となっています。

「お宮さロん」（地域支えあい相談窓口同時開催）

　常磐学区では、住民のちょっとした困り
ごとをボランティアや関係機関と連携し
ながら解決を図る地域支えあい事業を実
施しています。

　千音寺学区では、住民のちょっとした困り
ごとをボランティアや関係機関と連携しな
がら解決を図る地域支えあい事業を実施し
ています。

開催日時 毎月第3水曜日10時～12時
開催場所 長良八劔社

常 磐 学 区 『お宮さロん』『お宮さロん』

西中島学区 『サンなか友愛サロン』『サンなか友愛サロン』
　老人クラブの主催で５年続く
サロンです。
　コロナ禍でやむなく中止する
こともありましたが、感染対策を
しっかり行って開催しています。健康体操やゲームなど様々な
プログラムで参加者の皆さんが毎回楽しみに参加されていま
す。月に１回行われるボッチャは、白熱した試合が繰り広げられ
る、大盛り上がりの人気プログラムです。

ふ れ あ い ・ い き い き サ ロ ン

『喫茶サロンせんのんじ』『喫茶サロンせんのんじ』

開催日時 毎月第１・第３月曜日 9時15分～11時 開催場所 サンなかしま集会所
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　７月１６日、あいにくの雨により正色コミュニティ
センター前、橋梁ガード下にて開催されました。今回
は初めて、夕方５時から７時に開催。開場前に来たお
子さんと一緒に学区の役員さんを始め、店舗や団
体、ボランティアの方々が協力しながら準備を進め
ました。
　マルシェでは、学区内の店舗や団体の協力による
輪投げやボール流しすくい、水ヨーヨー風船、メダカ

すくいなど、
夏祭りにピッ
タリな企画が
用意され、大勢の方が楽しいひと時を過ごされました。
　今後も月１回、第３土曜日に「いしき食堂」は開催される予
定です。「いしき食堂」のボランティアや、マルシェの出店協力
なども募集中です。ぜひお越しください。

　「コロナ禍でも住民同士が交流できる機会を設けたい」と、６
月4日に三日月住宅自治会によるオープンカフェが三日月住宅
集会所で開催されました。
　当日は健康チェックと各種相談、フレイル測定、子ども向け
バルーンアートなど様々なコーナーが催されました。開始前か
ら住民の皆さんが集まってこられ、それぞれのコーナーでは「元
気にしとる？」「暑いねー」など楽し気な会話とともに賑わいをみ
せていました。コーナーを回った後は、集会所内の休憩コー
ナーでほっと一息つきながら穏やかな時間を過ごす。
　住民同士、顔を合わせて交流できる素敵なひと時でした。

オープンカフェ＠三日月住宅オープンカフェ＠三日月住宅

「いしき食堂＋マルシェ」夏祭り開催！「いしき食堂＋マルシェ」夏祭り開催！正 色 学 区

五反田学区

　「コロナ禍でも住民同士が交流する機会を！」そんな想いで豊治
学区は「とよはる みのりのひろば」を開催しています。
　学区区政協力委員会と地域福祉推進協議会が協力し、どんぐり
ひろば内に畑を用意。子ども会に呼びかけて、親子でとうもろこし
を植え、夏に収穫を行います。
　今回は、収穫後に焼きとうもろこしと焼きマシュマロをつくって
交流会も開催！子どもたちの元気な声と、大人も子どももみんな
が笑顔あふれる事業でした。

とよはる みのりのひろば開催！とよはる みのりのひろば開催！豊 治 学 区
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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。

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！

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

　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。（令和４年５月～７月）

〈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

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●北川　芳次 様
●新八田東部第二町内会 様
●匿名 様

ＬＩＮＥの「友だちを追加する」から
ＩＤ検索「@738xlocf」
または右の二次元コードをスキャン

中川区西部いきいき支援センター

７月から、ＬＩＮＥ公式アカウントを開設しました。健康・福祉・介護に関する情報を
定期的に配信しています。あなたの友だち登録、お待ちしています！

LINE友だち募集中！

令和４年度中川区セカンドステージセミナー開催令和４年度中川区セカンドステージセミナー開催令和４年度中川区セカンドステージセミナー開催
　いくつになっても元気で、人や社会とのつながりの中で生き
がいや役割を感じられるようなセカンドステージ（次のステー
ジ）を過ごしていただけるようセミナーを開催します。ぜひ
ご参加ください！

●広報なごや（区版）、中川区役所・社会福祉協議会ホームページで詳細をご確認ください。
●開催1ヶ月後を目安に一定期間、セミナーをオンラインで視聴いただけます。
（YouTubeでの配信）
●新型コロナウイルス感染症拡大状況等によってはオンライン視聴のみとなる場合があります。

中日新聞社　論説委員

飯 尾　 歩 さん
いいお あゆみ会　　場

参加対象
申込期限 講師プロフィール

中川区役所講堂

日　   時 令和４年１１月26日（土）
14時～15時30分（開場13時30分）

中川区在住の65歳以上の方
１０月31日（月）まで

1960年愛知県津島市生まれ。
1985年中日新聞社入社、大垣支局、
名古屋社会部、生活部、東京編集局を
経て、論説委員。生活部以降、環境と
農業を担当。著書「なごや環境夜話」。

講師

定員１００名
※抽選

記念品
贈呈

地域を紡ぐ  ～環境ってなんだろう～
つむ

地域を紡ぐ  ～環境ってなんだろう～

友だちになるには…

つむ
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