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赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします！

　10月23日（日）、区民まつり会場である富田公園にて
赤い羽根共同募金のPRを行いました。
　当日は、クローバークラブ（男性ボランティア
グループ）さん、mogmoこども食堂さんに
ボランティアとしてご協力いただき、水ヨーヨー風船つりや
赤い羽根共同募金グッズが当たるカプセル自販機などの
企画を行い、たくさんの方々にお越しいただきました。
　みなさまにご協力いただいた募金は、
中川区のまちをよくする活動や愛知県内の福祉事業や
施設の整備に役立てられます。
　みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

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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●高齢者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、市内の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。令和３年度は２６１，５９７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ています 皆さまの
あたたかいご協力を
お願いします。

　区内小中学校の皆さんから、書道1,466点、ポスター270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児童生徒作品コンクール

１２月１日～１２月３１日

第74回赤い羽根協賛

はとり中学校２年
加賀　七星さん

はとり中学校３年
横井　玲奈さん

はとり中学校３年
松岡　瑚々さん

赤星小学校６年
山川　海鈴さん

一色中学校１年
林　愛華さん

常磐小学校5年
汐崎　瑠華さん

西前田小学校6年
渡邉　優菜さん

正色小学校3年
西川　実咲さん

八幡小学校4年
山田　誠翔さん

一色中学校2年
髙羽　彩優さん

広見小学校3年
平松　侑莉さん

五反田小学校４年
鈴木　ひよりさん

八幡小学校1年
林　えみりさん

戸田小学校2年
川口　陽葵さん

昭和橋中学校2年
久保田　朱音さん

一柳中学校3年
石黒　比菜さん

万場小学校5年
本田　毬世良さん

八幡小学校6年
浅井　里奈さん

高杉中学校1年
下村　愛奈さん
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愛知県共同募金会入賞者

金
賞

書
道
の
部

ポスターの部

中川区共同募金
委員会優秀者

中川区共同募金
委員会優秀者

ご応募いただいた作品につきましては、
区内でも下記の通り展示しました。 １１月１６日（水）～１１月２９日（火）

中川区役所 富田支所
１１月1日（火）～１１月１１日（金）

中川区役所
１０月１８日（火）～１０月２７日（木）
中川区在宅サービスセンター
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初級手話講座を開催しました！初級手話講座を開催しました！
　はじめて手話を学ぶ方を対象に、中川区聴覚障害者
福祉協会と共催で毎年開催しています。今年度も感染
症対策を講じ、７月から10月にかけて、全10回行われま
した。
　中川区聴覚障害者福祉協会の会員が講師を、名古屋
市認定手話通訳者が通訳を務めたほか、最終回にはゲ
ストとして協会からろう者の皆さんにお越しいただき交
流会を行いました。
　聴覚障がいについてのお話のほか、指文字・手話の
表し方・表現の仕方まで、たくさんのことを学んでいた
だく機会となりました。
　また、区内には４つの手話サークル・団体があり、この
講座に関わっていただいたろう者・手話通訳者の皆さ
んや、「新しく手話を始めたい」といった方が、一緒に楽
しく活動されています。
　手話や手話サークルにご興味のある方は、中川区社
会福祉協議会までお問い合わせください。

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

　第４次中川区地域福祉活動計画の「地域の
応援団バンクの運営」グループでは、地域の
ため、誰かのためにできる範囲で、自分の力
を活かしたいと考えている方、行動している
方を「地域の応援団」と名付け、誰もが住み
やすい中川区になるように啓発活動をして
います。
　現在は、昨年度作成したクリアファイルを
使用し、主に小・中学校、高校からご依頼をい
ただく福祉教育で、お話をさせていただいて
います。
　今年度、「地域の応援団」はどのような活動
をするのか知りたい方、活動をしてみたいけ
れど何から始めたらよいのか分からない方に
向けて、活動内容についてまとめた冊子を作
成しました。おうちでできる助けあい活動な
ど、気軽にできる活動も多く
あります。
　ぜひ、みなさんも「地域の
応援団」になりましょう！

「なかがわの応援団」冊子ができました！
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なかがわの応援団の活動紹介！

あいさつだって立派な応援団活動！　「おはようございます」「こんにちは」「お久しぶりです」　「あいさつ」にはいろいろな言葉がありますよね。　あいさつをすることで近所に顔見知りが増えれば、横のつながりができ地域の
雰囲気も明るくなります。豊かな人間関係を作ることは、住みよいまちづくりを
築くことにつながります。
　みなさんも普段の日常生活の中で、地域の人とあいさつや、周囲から見て心配な方がいれば「大丈夫ですか？」「お手伝いすることありますか？」など声かけしていますか？お互いのこころがあったかくなりますよ♥

さりげない見守りも助けあいに！　散歩やジョギング、犬の散歩、ゴミ捨てなど、外出の機会があると思います。
そのちょっとした自分時間に、子どもや高齢者など、地域の見守りをしてみませ
んか？いつもよりも少しだけ、周りをよく見るだけでも構いません。
　いつもと少し違うな、なにか気になる…日頃のさりげない見守りの“気づき”が、いざというときに、地域の人を守ることに繋がります。
　誰もが安心して暮らせるまちづくりのために、さりげない見守り、ちょっとした心がけをしてみましょう。

もっと活動してみたい方へ！

「地域の応援団ボランティア」グループ！

例

　地域住民のちょっとした困りごとをボランティアが解決するボランティアグループ（事務局：中川区社会福祉協議会）があります。無理せずできる範囲の活動を行っています。
　例：電球の取り換え、買い物支援、ゴミ出し、　　　部屋の片づけ、除草等など…

ボランティアグループで仲間と一緒に！

福祉施設等で始める方法もあります！

　仲間と一緒に助け合うことで、活動が長続きしたり、活動が発展するなどの効果が

期待されます。もちろん、みんなで達成感を味わう喜びも！
　活動内容も様々で、高齢者や子育てサロン運営ボランティア、傾聴ボランティア、

防災活動等、様々な活動をしています。

　はじめの一歩に、高齢者、障がい児・者施設等のお手伝いを選ぶ方がいらっしゃいます。利用者さんへの接し方など、職員さんにたずねやすい環境なので安心ですね。
　例：利用者の話し相手、散歩や外出等の介助、　　　清掃、夏祭りやクリスマス会等の行事参加など。

あなたにもできる！

小学生の登下校時のあいさつ

中川区マスコット
キャラクター
「ナッピー」

中川区マスコット
キャラクター
「ナッピー」

エアコンの掃除

ボッチャのお手伝い
子育てサロンでのお手伝い

施設での傾聴ボランティア

第4次中川区地域福祉活動計画「地域の応援団バンクの運営」グループ
事務局社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
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笑顔で夢のある
“人と人が手をつなぐ”まちを目指して

笑顔で夢のある
“人と人が手をつなぐ”まちを目指して

中川区のまちづくり活動！
中川区のまちづくり活動！

知ってみよう
！

やってみよう
！

おう えん

　中川区にはみなさんが安心できる・暮らしやすいまちになるよう、様々な
まちづくり活動に参加している団体・人がいます。

　住民同士がつながり、自分たちのまちをより住みやすくするために、住民が自ら行ってい

る活動を「地域活動」といいます。　みなさんの住む地域ではどんな地域活動があるでしょうか。町内などに設置されている掲

示板などを見てみてください。地域のお祭りや行事など、参加できそうなものがあれば参加

してみましょう！

地域課題と解決方法の検討、ふれあい・いきいきサロンや
ひとり暮らし高齢者等を対象とした給食会の運営

団体など
活 動 例

組回覧等を通して、行政情報の伝達、住民の市・区に対する意見を行政へ反映

子ども・高齢者等の見守り
健康づくり教室の開催、ゴミ分別収集の協力　
市民へのスポーツの指導・助言、スポーツ活動の促進災害対応・防災活動
自主防災組織などへの訓練指導や市民への応急手当の講習登下校時の見守り
運動会や学芸会など、学校行事の運営サポート資源回収や清掃活動・お祭り・ラジオ体操消防団の夜警などの参加・レクリエーション・スポーツ健康づくり、レクリエーション、学習活動

お問い合わせは、7ページの中川区社会福祉協議会へ

地域福祉推進協議会

区政協力委員

防災・生活安全に対する取り組みお祭りや運動会などの行事

町内会・自治会

民生委員・児童委員

保健環境委員

スポーツ推進委員

消防団

PTA

子ども会

老人クラブ

だん

学区主催の健康セミナー 子ども会での炊き出し訓練

中学校での
「地域の応援団」
PRの様子
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子ども食堂ってなあに？子ども食堂ってなあに？子ども食堂ってなあに？
　子ども食堂とは、交流・食育・コミニティづくりなど
目的は様々ですが、地域の子どもが一人でも安心し
て行くことができる、無料または低額の食堂です。
　名古屋市内には2022年11月現在83ヵ所の子ども
食堂があり、子どもだけでなく、誰もが気軽に地域交
流できる居場所としての広がりも増えてきています。

　中川区では今年度2ヵ所の子ども食堂が誕生しました。コロナで休止中のところも含め、
現在7ヵ所の子ども食堂があります。
　今年度、初の試みとして中川区の「子ども食堂交流会」を開催しました。子ども応援委員会
なかがわブロックから、子どもを取り巻く昨今の状況についてご講演いただき、子ども食堂
との連携によって課題解決の一歩が踏み出せた例など貴重なお話を伺うことができました。
　あいにくコロナ禍の影響を受けご参加いただけなかった団体さんもありましたが、運営の
工夫、それぞれの思いや理念を熱く語っていただき大変有意義な会となりました。

♥子ども食堂の活動を通し
て、多くの子どもたちに
あたたかい食べ物を提供
するとともに、地域の皆さ
んがあたたかい気持ちで
つながりあえるホットス
ポットとして全域に広がる
よう、今後も応援していき
たいと思います。

『子ども食堂交流会』を開催しました！『子ども食堂交流会』を開催しました！
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　本会では、地域にお住まいの皆さん
に情報をお届けするYouTube『中川区
社協チャンネル』を発信しています！！
　少しでも社会福祉協議会を身近に感
じてもらえるように新しい動画をアップ
していきたいと思いますので楽しみにし
ていてください。

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCkHtgaM7rwEWRKdf4Bf00jg

公式YouTube
中川区社協チャンネル

　中川区社会福祉協議会では、小中学校の福祉教育や、
通院や旅行など一時的に車いすが必要な区内在住の方
への、車いす無料貸し出し事業を実施しています。
　ご利用の皆さんに安全にお使いいただけるよう、定期
的に名古屋市立工業高校・機械研究部の学生さんに点検
をしていただいています。

名古屋市立工業高校の学生さんに
車いす点検をしていただきました！

名古屋市立工業高校の学生さんに
車いす点検をしていただきました！

　10月2日(日)尾頭橋公園にて、八熊学区地域福祉推進協議会主催の地域交流イベント「八熊ひろば～遊ん
で・見て・しゃべって～」が開催されました。このイベントは、第4次中川区地域福祉活動計画の実施項目のひ
とつ「誰でも気軽に立ち寄れるオープンカフェづくり」の趣旨に賛同いただき開催されたものです。イベント
企画の段階で、活動計画ワーキンググループメンバーによる「オープンカフェ実施相談会」をご利用いただ
き、参考にしていただきました。
　当日は晴天に恵まれ、多くの方にお越しいただき、健康・介護相談やバルーンアートなど子どもから大人ま
で楽しめる企画が盛りだくさんでした。ステージでは、フラワー園職員による男性ボーカルユニットの歌や子
どもたちのダンス、歌劇団の歌と踊りに拍手喝采でした。
　コロナ禍で地域交流の機会が減少しているなか、民生委員や町内会長など住民の皆さんが力を合わせて
開催できたことで「八熊学区の地域力」を改めて感じました。

　皆さんの地域でも、住民同士がふれあい交流する「オープンカフェ」を実施してみませんか？
　「オープンカフェ実施相談会」は、毎月第3水曜日の15時～（予約制）です。ぜひ、お気軽にご相談ください！

地域交流イベント「八熊ひろば」開催！地域交流イベント「八熊ひろば」開催！八熊学区

　普段の部活動とは違い、車いす点検作業
を楽しくさせていただいています。少しでも
役に立てていればうれしいです。

バルーンアート、
うまくできるかな？

紙ひこうき、
遠くまで飛んでけ～！

子どもたちが共同募金の
風船づくりを手伝ってくれました

部長の
感想
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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8月～10月）

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

●真宗大谷派 稱圓寺　様
●株式会社せがわ住機　様
●名古屋ヤクルト販売株式会社　様
●北川　芳次　様　●匿名　様

　10月23日（日）、区民まつり会場である富田公園にて「はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓
練」を行いました。「はいかい高齢者おかえり支援事業」は名古屋市の事業で、認知症の人が行方不明
になった際に家族等が届け出ると、事前に登録している「おかえり支援サポーター」に行方不明となっ
た人の身体的特徴や服装等の情報メールが届き、情報提供を求める仕組みの事業です。今回は区民
まつり来場者を対象に、認知症の人への声のかけ方に重点をおいて模擬訓練を実施しました。
　当日は天気も良く、区民まつり会場にはたくさんの方が来場されていて、1時間で100名近くの方
に認知症役のスタッフへ声かけ体験をしていただきました。
　認知症になっても安心して生活できるようサポーター登録をお願いします！

はいかい高齢者
おかえり支援事業模擬訓練を実施しました！

認知症役のスタッフへの声かけ体験の様子

いきいき支援センターからのお知らせいきいき支援センターからのお知らせ

おかえり支援
サポーター登録
二次元コード

はいかい高齢者
おかえり支援事業模擬訓練を実施しました！
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