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社会福祉法人
名古屋市中村区社会福祉協議会

ふれあい・いきいきサロン事業

お問い合わせ先

TEL ４８６－２１３１
FAX ４８３－３４１０

お気軽にお問合せください

〒453-0024
名古屋市中村区名楽町4-7-18

■ホームページアドレス
　http://nakamura-shakyo.or.jp/
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今号の内容

「いきいきクラブ」ブログ更新中♪　社協情報も載っています。ぜひご覧ください！！
広告お待ちしております。

＜ 広　告 ＞

　今年度より、高齢者や障がい者、子育て中の親子など、地域住民どなたでも集まることができる
サロンを応援する新運営助成金制度が始まっています。(名古屋市委託事業)

　今年も夏祭りが盛大に開催されました。盆踊りやスイカ割り、ゲームを楽しんでいただきました。毎回人気の炭焼き
田楽やかき氷、お好み焼きも好評でした。職員も浴衣姿でお手伝いしました！

　お客様一人ひとりの“その人らしさ”
を大切にして、「安心」「安全」「あった
かい」サービスを提供いたします。
　夏祭り・クリスマス会・同朋大学体験
ツアーなどの行事、フラワーアレンジメ
ントや陶芸などの趣味講座が盛りだく
さんなので、お客様の身体状況やご希
望に応じて参加ができます。ちょっとし
た支援が必要な方から重度の介護が必
要な方まで、末永くご利用いただけるこ
とが最大の特長です。

★開設助成金や実施回数が月 1回以上のサロン団体に対する助成金もございますので、詳細は本会まで
　お気軽にお問合せください。

P.１…………ふれあい・いきいきサロン事業のご案内
P.２～３……第3次地域福祉活動計画報告
P.４…………赤い羽根共同募金が始まります
 地域福祉活動応援助成事業審査会審査結果
P.５…………キラ☆キラおやじ養成講座の案内
 2015 なかむらふくしツアー in summer報告

P.６…………いきいき支援センターより
P.７…………中村児童館・名楽福祉会館
P.８…………中村区デイサービスセンター
 善意の寄付

81Vol.Vol.

平成27年
10月発行
平成27年
10月発行

▲「万年青会」平成27年4月27日開設 ▲「五反城のつどい」平成27年4月16日開設 ▲「ふれあい健康サロン」平成26年3月15日開設

地域のたまり場（サロン）を応援します！

平成26年～27年にかけて開設された、高齢者サロン３団体です★

電話　４８３－３４１１
〒453-0024　中村区名楽町４丁目７番地の１８

（中村区在宅サービスセンター内）

中村区デイサービスセンター
～住みなれた地域でいつまでも暮らしていける安心をお届けしたい～

「中村区にこんなデイサービスがあってよかった。」 そんな言葉が聞こえるように・・・

麻雀で楽しく脳を活性化！
問い合せ先：担当：林　電話 4 8 6 － 2 1 3 1

●新サロン運営助成金事業

中村区デイサービスセンター

無料体験実施中！
初級/30分700円
中級/30分380円・3時間1,800円
経験/30分280円・3時間1,300円
年中無休・自動卓８台
ニューロン麻雀スクール
名古屋ジャンプ
名古屋市中村区本陣通3-40-1
TEL：052(433)2422

賭けない 飲まない 吸わない

内　　　容 サロン運営の実績に対する助成
実 施 回 数 月2回以上　定期的に
参 加 人 数 小規模：5名以上　大規模：25名以上(高齢者のみ)
助　成　額 小規模：2,000円　大規模：10,000円(高齢者のみ)

申請の条件 地域団体、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉施設、
 企業等、多様な活動主体が営利を目的とせずに実施する場合
申 請 時 期 半期ごとに受付

同朋大学体験ツアー フラワーアレンジメント講座

相撲甚句フラダンス

現在は、老人作品展（11/11～11/15 市民ギャラリー矢田
にて展示）に向けて共同制作作品を準備しています。

カラオケレク

※助成の件数には限りがあります。

地下鉄東山線本陣駅より徒歩2分地下鉄東山線本陣駅より徒歩2分

あたたかいご寄付を
ありがとうございました｡

（平成27年2月5日～平成27年8月31日）

（順不同）

桑田秋彦様、池田様、近藤咲子様、名古屋ヤクルト
販売株式会社様、中村つぼみの会・柴田玲子様、
豊田通商株式会社様、浅野千代子様、中村区地域
女性団体連絡協議会様、柴田安晧様、匿名7名様



活動計画

2グループ
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〜空き家展開チームの活動を開始！〜

中村区民まつり サロン部会ブース出展決定！

　１グループは、地域住民の方同士の交流・情報交換の場、たまり場作りを行う上で必要な場所の確保を
目的に空き家展開チームの活動を始めました。
　個人宅3件、福祉施設2件、企業2件を計画委員とともに訪問し、たまり場への場所提供等についての意
向調査や情報収集を行いました。

　平成27年10月24日（土）に開催される中村区民まつりで、サロン部会の
ブース出展が決まりました！内容はミニサロンや区内のサロン紹介のパネル展
示などを予定しています。ほかにもサロン紹介のチラシ配布や「サロン何でも
相談所」窓口を設けますので、お気軽にお立ち寄りください。お待ちしており
ます！

活動計画

1グループ

『ともに☆ささえる』

『あつまる☆つながる』

　2グループでは、現在豊臣、日吉、八社、則武学区で
行われている「地域支えあい事業」を中村区全体に広
げていく方策を検討しています。
　そこで地域支えあい事業で実際に行われていること
を体験するべく６月28日に豊臣学区で行われている
「出前相談」に計画委員も参加しました。豊臣学区
『おたがいさま』ボラティアグループとともに実際に
高齢者のお宅を回り、困りごとがないか、また健康に
関する注意喚起もあわせて行いました。参加した計画
委員からは「ボランティアが多数参加していて素晴ら
しいと思う。地域支えあい事業の活動を知ることがで
きてよかった。」と話していました。

▲企業訪問の様子

速報！

▲施設訪問の様子

▲計画委員も交えて出前相談へ出発

▲個人のご自宅訪問の様子

　８月７日(金)に中村児童館で夏まつりを開催。暑い中、
233人の方に参加していただきました。
　この夏まつりは、ふだん児童館に遊びに来てくれる子ど
もたちが実行委員として企画から参加。チラシやポスター
作成に始まり、まつりの内容も実行委員会のみんなで話し
合って、たません、わなげ、しゃてきのゲームコーナーや
お化けやしき等盛りだくさんになりました。
　まつり当日は、どのコーナーも行列ができる程の大盛況!!

中村児童館

まるはちの日企画　夏まつりを開催しました

ちょっと来て講座のご紹介
　福祉会館を見たことも聞いたこともない、福祉会館の
名前は知っているが行くきっかけがない、という方に福
祉会館を知っていただくため、「ちょっと来て講座」を
今年度から開催しています。
　これまでに、健康ブームに乗っかった「健康体操」や
手先を使った創作活動「和紙でカードケース作り」を実
施しました。
　健康体操は2回開催しましたが、非常に好評で毎回抽選
になっています。落選された方、すみません。ｍ(_ _)m
　また、和紙でカードケース作りも定員を大幅に超えた
ため、急遽日数を増やして全員の方に参加していただき
ました。
　参加者の方は、体操で汗を流して楽しそうに運動され
たり、きれいな和紙で作ったカードケースをお孫さんに
プレゼントすると言ってみえました。
　今後も随時「ちょっと来て講座」を開催しますので、
興味のある方はぜひご参加下さい。

名楽福祉会館

お問合せ先 中村児童館（☎451－5162  FAX451－5163 ）

お問合せ先 名楽福祉会館（☎481－8588  FAX461－5667 ）

実行委員の子どもや当日スタッフの子どもは一生懸命に自分
の担当コーナーで頑張っていました。
　毎年人気のお化け屋敷は、貞子が登場するドキドキの内
容。『こわくて歩くことができなくなりました』や『お化け
屋敷にまた来たいです』等など多くの感想を聞くことができ
ました。
　参加してくれた子も実行委員の子もみんなが笑顔になった
楽しい1日でした。

※サロン部会とは…中村区内11のサロンが参加（27年9月現在）。
　　　　　　　　　定期的にサロン運営者が集まり、情報交換や新たな
　　　　　　　　　サロン立上げの支援などを行っています。

〜地域支えあい事業を体験！〜



住み慣れた地域で生活するために…住み慣れた地域で生活するために…

Facebookで情報発信中♪

中村区北部いきいき支援センター Facebook
https://www.facebook.com/nakamurakuhokubu

日にち

11月25日（水） 14：00～16：00
・院内ご案内ボランティアって何？
・ボランティアの心得
・院内見学

どんぐりひろば／グランドゴルフ場

地元の野菜などを売る青空市

移動販売車による移動スーパー

青空サロン／ふれあい農園

名古屋セントラル病院

11月26日（木） 9：00～12：00
院内ご案内ボランティア実習
～高齢者疑似体験を通して～

時　　間 内　　容 場　　所

■中村区北部いきいき支援センター 電話 486-2133　FAX 483-3410
　(日比津・諏訪・稲葉地・稲西・中村・豊臣・本陣・則武・亀島)
■中村区北部いきいき支援センター分室 電話 412-3030　FAX 412-3110
■中村区南部いきいき支援センター 電話 483-6866　FAX 483-6867
　(新明・六反・牧野・米野・日吉・千成・柳・岩塚・八社)

■中村区北部いきいき支援センター 電話 486-2133　FAX 483-3410
　(日比津・諏訪・稲葉地・稲西・中村・豊臣・本陣・則武・亀島)
■中村区北部いきいき支援センター分室 電話 412-3030　FAX 412-3110
■中村区南部いきいき支援センター 電話 483-6866　FAX 483-6867
　(新明・六反・牧野・米野・日吉・千成・柳・岩塚・八社)

たくさんの「いいね！」
お待ちしています！！
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ご寄付100円につき、
中村区社協
オリジナル缶バッジ
プレゼント中！

希望者は本会窓口まで♪

「中村区おでかけ健康マップ」配布中

院内ご案内ボランティア講座を行います

※数に限りがございます

住み慣れた地域で生活するために…住み慣れた地域で生活するために…
～地域包括ケア進めています！～

活動計画

3グループ

　3グループでは、中村区の良さ、昔ながらの地域のつながりや取り組みを、多くの方に伝えていこう！
次世代を担う子どもや学生さんに伝承しよう！と「つづける☆つたえる」をテーマに、検討・活動をして
います。そして、この度、同朋大学社会福祉学部の学生さんに対し、認知症サポーター養成講座＆社協サ
ポーター養成講座（＝名付けて『オレンジカレッジ』）を行う機会に恵まれました。
　当日は、手作りの缶バッジを携え、社協のPR！計画委員と地域のボランティアさんにも協力していただ
き、学生さんに地域福祉についてお話をしてきました。熱心な学生さんが多く、これからの地域の活動に
繋がるといいなと思います。

　４グループでは、社協が所有している土地（日比津学区・新富町）の活用方法を計画委員のみなさんと
検討しています。先日、現地をみんなで視察し、活用に向けての様々なアイデアを出し合いました。

　中村区地域包括ケア推進会議の取り組みとして、27年3月に
「中村区おでかけ健康マップ」を作成しました。中村区内の
高齢者サロン、介護予防事業など、区役所・保健所・社会福祉
協議会・いきいき支援センターで把握している情報をまとめた
冊子です。
　何か参加したいと考えている高齢の方は、一度お手に取り参
考にされてはいかがでしょうか。区役所・保健所・社会福祉協
議会・いきいき支援センターで配布しています。
　ぜひ介護予防にご活用ください。

　病院の受診が一人では不安な方が、中村区にはたくさんいます。そんな方を、
ほんの少しの手助けで楽に受診ができるように院内でご案内する「ご案内ボラ
講座」にご参加ください。資格も必要ない、簡単なボランティアです。

　10月から平成27年度
下期の「認知症高齢者を
介護する家族支援事業」
が始まります。
　各センターにチラシ
もありますので、お気軽
にお問合せください。

〜オレンジカレッジ報告〜

▲缶バッジ作成風景

中村区社会福祉協議会HPでも
ご覧いただけます

▲学生さんたちの聴講風景

▲缶バッジお渡し風景

▲現地視察中の計画委員のみなさん

▲当日協力してくださったお二人

●参加者／総勢150名
●ボラ登録希望者／31名
●配った缶バッヂの数／13個
●集まった寄付金／2,800円
※高額のご寄付をくださった方も
　いらっしゃいました

『つづける☆つたえる』

募 集 期 間  10月13日(火)～11月10日(火）先着20名
申し込み先  名古屋市中村区社会福祉協議会　TEL：486-2131

※必ず両日ともご参加ください

●院内ご案内ボランティア講座

認知症高齢者を介護する家族支援事業が始まります

おでかけしましょう！

活動計画

4グループ
〜空き地の活用検討会〜『みんなで☆すすめる』

・・・等々、いろいろな意見をいただきました。
これらの意見を参考にしつつ、活用方法を検討
していきたいと思います。　　



実施予定日時 場　所

～10月1日から12月31日まで～
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10月 1 日㊍ 10:00～14:30 名古屋駅交番付近
10月 8 日㊍ 10:00～正午 名古屋駅交番付近
10月15日㊍ 10:30～11:30   名古屋駅交番付近
10月18日㊐ 10:00～11:30 名古屋駅交番付近
10月24日㊏ 10:00～15:00 中村公園(区民まつり）
10月26日㊊ 13:30～14:30 中村公園
10月31日㊏ 14:30～15:30 名古屋駅交番付近
11月 1 日㊐ 10:00～11:00 名古屋駅西商店街付近
11月 4 日㊌ 11:00～正午    名古屋駅交番付近
12月 5 日㊏ 10:00～11:30 名古屋駅交番付近

○ひとり暮らし高齢者などの食事会や敬老行事開催のために
○区内の子ども会活動の支援や特殊学級卒業生の方のために
○区内のボランティアグループの活動支援のために
○災害時の準備金として被災地の支援のために

赤い羽根共同募金運動が始まります！赤い羽根共同募金運動が始まります！

大好評♥ 共同募金応援コラボグッズ！今年もあります！
　赤い羽根共同募金に、より関心を持っていただくこと、また募金活動を若い世代から盛り上げること
を目指して、赤い羽根共同募金応援コラボグッズも配布しています！
　下記の日程で、街頭募金を行う予定です。募金に協力して、コラボグッズをゲット！！

コラボグッズ
（クリアファイル）の

一例です。

左記日時は
H27.8月現在の
予定です。
変更する場合が
あります。

☆参加対象：原則中村区在住・在勤の自称「おやじ」さん方☆
 　定員に空きがある講座もありますので、お気軽にお尋ねください！

★施設イベント＠なかむらふくしツアー★ ご協力ありがとうございました！

　地域福祉を推進する団体を応援するみだしの事業の第２次審査として、
公開プレゼンテーションを行いました。なお、本助成事業の財源としても、
赤い羽根共同募金が使われています。

地域福祉活動応援助成事業審査会 審査結果

団体・グループ名

中村区ボランティア
連絡協議会

名古屋中村
おもちゃ図書館

特定非営利活動法人
つばさ福祉会

50,000円

50,000円

50,000円

本助成申請事業内容 助成
決定額

中村区における
ボランティア活動啓発事業

手づくりおもちゃの材料、
盲晴共遊玩具の充実事業

つばさ交流フェスティバルの開催

名古屋音楽療法
研究所 50,000円

高齢者施設への音楽
デリバリーサービス２０１５

中村パソコン支援
ボランティア「ビット」 35,000円パソコン学習講座の開催

団体・グループ名

本（ぼん）の会

ＧＲＯＵＰ ＣＲＡＹＯＮ

本陣手話サークル

10,000円

50,000円

50,000円

本助成申請事業内容 助成
決定額

協力団体等（敬称略）
DoCanふれあいネット
なも☆コレ秋の
ファッションショー参加者
ジョイリハ中村
勝笑演芸一座

喫茶ツヅキ

さわやか南うどん
サークル

名古屋ユマニテク
歯科製菓専門学校

内　　容日　　時

「夏のおはなしリレーマラソンに
参加しよう」の開催

ボランティアコンサート
活動の開催

本陣手話サークル地域
福祉事業

特定非営利活動法人
おひとりさま 35,000円生活支援講座の開催

うさぎの耳 30,000円スキルアップ講習会
2回開催経費

 キラ☆キラおやじ養成講座 Ⅳ キラ☆キラおやじ養成講座 Ⅳ

10/6(火）
　13:30～

カッコイイおやじの歩き方
～男の生き様は歩く姿勢にあらわれる!?～

11/5(木）
　13:30～

スマイルおやじを目指せ！
～笑いヨガで健康＆ほほえみ男子に♥ ～

12/8(火）
　14:00～

違いが判るおやじのコーヒー考
～喫茶店文化はおやじ発祥？！～

1/19(火）
　9:30～

うまい！は、おやじの元気の源
～おやじの力を、麺打ちに込めよ！～

2/5(金）
　10:30～

おやじの純情ショコラ講座♥
～男子(おやじ)だってスイーツが好き！～

詳細・お申込みは本会まで

うれし！たのし！ふくし！うれし！たのし！ふくし！うれし！たのし！ふくし！

2015 なかむらふくしツアーin Summer2015 なかむらふくしツアーin Summer
親子

で育て
る

ふくし
の

こころ
親子

で育て
る

ふくし
の

こころ

●なかむらふくしツアーとは… 中村区の福祉について知っていただこうと、中村区の
小学生とその保護者を対象に本会が実施している事業｡

　今年度もなかむらふくしツアー［夏］が終わりました。5年目となる今年も、中村区の
みなさんに福祉について知っていただくため、さまざまなイベントを企画しました。

　元ふくしツアー参加者
の方を講師にお迎えし
て、火のいらない、リボ
ンで作るくるくる線香花
火の工作をしました。星
槎中学校の学生さんにも
ご協力いただき、みなさん思い思いの色でオリジナル
の線香花火が完成していました。

　名楽福祉会館わくわくク
ラブのみなさんと、交流し
ながら染物体験をしまし
た。輪ゴムでねじるだけで
ハンカチが不思議な模様
に！途中のレクリエーショ
ンではわくわくクラブの高齢者と子どもたちが楽しく交
流しました。

7月21日　くるくる線香花火をつくろう！ 7月30日　ねじって染物体験

『オリジナル虫かごを作ろ
う』を開催していただきま
した。みんなで虫かごを作
り、なんと最後はクワガタ
やカブトムシのプレゼント
が。参加したみなさんは、
身近にある福祉施設を知るきっかけになったように
感じます。

8月21日　親愛の里 そよかぜ
　『つばさミニフェス
ティバル「つくって遊ぼ
う会」』を開催していた
だきました。簡単にでき
る万華鏡とブンブンゴマ
作りを通して、つばさの
利用者のみなさんとふくしツアー参加者とが交流
する貴重な時間となりました。

8月12日　生活介護事業 つばさ

開催中～開催中～

▲昨年度「ライブバー体験」の様子

輝いてる

「おやじ」への

５トライ

イベント報告イベント報告

©Ｌ5/ＹＷＰ・ＴＸ
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実施予定日時 場　所

～10月1日から12月31日まで～

なかむら福祉だより Vol.814 5なかむら福祉だより Vol.81
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決定額
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住み慣れた地域で生活するために…住み慣れた地域で生活するために…

Facebookで情報発信中♪

中村区北部いきいき支援センター Facebook
https://www.facebook.com/nakamurakuhokubu

日にち

11月25日（水） 14：00～16：00
・院内ご案内ボランティアって何？
・ボランティアの心得
・院内見学

どんぐりひろば／グランドゴルフ場

地元の野菜などを売る青空市

移動販売車による移動スーパー

青空サロン／ふれあい農園

名古屋セントラル病院

11月26日（木） 9：00～12：00
院内ご案内ボランティア実習
～高齢者疑似体験を通して～

時　　間 内　　容 場　　所

■中村区北部いきいき支援センター 電話 486-2133　FAX 483-3410
　(日比津・諏訪・稲葉地・稲西・中村・豊臣・本陣・則武・亀島)
■中村区北部いきいき支援センター分室 電話 412-3030　FAX 412-3110
■中村区南部いきいき支援センター 電話 483-6866　FAX 483-6867
　(新明・六反・牧野・米野・日吉・千成・柳・岩塚・八社)

■中村区北部いきいき支援センター 電話 486-2133　FAX 483-3410
　(日比津・諏訪・稲葉地・稲西・中村・豊臣・本陣・則武・亀島)
■中村区北部いきいき支援センター分室 電話 412-3030　FAX 412-3110
■中村区南部いきいき支援センター 電話 483-6866　FAX 483-6867
　(新明・六反・牧野・米野・日吉・千成・柳・岩塚・八社)

たくさんの「いいね！」
お待ちしています！！

なかむら福祉だより Vol.816 3なかむら福祉だより Vol.81

ご寄付100円につき、
中村区社協
オリジナル缶バッジ
プレゼント中！

希望者は本会窓口まで♪

「中村区おでかけ健康マップ」配布中

院内ご案内ボランティア講座を行います

※数に限りがございます

住み慣れた地域で生活するために…住み慣れた地域で生活するために…
～地域包括ケア進めています！～

活動計画

3グループ

　3グループでは、中村区の良さ、昔ながらの地域のつながりや取り組みを、多くの方に伝えていこう！
次世代を担う子どもや学生さんに伝承しよう！と「つづける☆つたえる」をテーマに、検討・活動をして
います。そして、この度、同朋大学社会福祉学部の学生さんに対し、認知症サポーター養成講座＆社協サ
ポーター養成講座（＝名付けて『オレンジカレッジ』）を行う機会に恵まれました。
　当日は、手作りの缶バッジを携え、社協のPR！計画委員と地域のボランティアさんにも協力していただ
き、学生さんに地域福祉についてお話をしてきました。熱心な学生さんが多く、これからの地域の活動に
繋がるといいなと思います。

　４グループでは、社協が所有している土地（日比津学区・新富町）の活用方法を計画委員のみなさんと
検討しています。先日、現地をみんなで視察し、活用に向けての様々なアイデアを出し合いました。

　中村区地域包括ケア推進会議の取り組みとして、27年3月に
「中村区おでかけ健康マップ」を作成しました。中村区内の
高齢者サロン、介護予防事業など、区役所・保健所・社会福祉
協議会・いきいき支援センターで把握している情報をまとめた
冊子です。
　何か参加したいと考えている高齢の方は、一度お手に取り参
考にされてはいかがでしょうか。区役所・保健所・社会福祉協
議会・いきいき支援センターで配布しています。
　ぜひ介護予防にご活用ください。

　病院の受診が一人では不安な方が、中村区にはたくさんいます。そんな方を、
ほんの少しの手助けで楽に受診ができるように院内でご案内する「ご案内ボラ
講座」にご参加ください。資格も必要ない、簡単なボランティアです。

　10月から平成27年度
下期の「認知症高齢者を
介護する家族支援事業」
が始まります。
　各センターにチラシ
もありますので、お気軽
にお問合せください。

〜オレンジカレッジ報告〜

▲缶バッジ作成風景

中村区社会福祉協議会HPでも
ご覧いただけます

▲学生さんたちの聴講風景

▲缶バッジお渡し風景

▲現地視察中の計画委員のみなさん

▲当日協力してくださったお二人

●参加者／総勢150名
●ボラ登録希望者／31名
●配った缶バッヂの数／13個
●集まった寄付金／2,800円
※高額のご寄付をくださった方も
　いらっしゃいました

『つづける☆つたえる』

募 集 期 間  10月13日(火)～11月10日(火）先着20名
申し込み先  名古屋市中村区社会福祉協議会　TEL：486-2131

※必ず両日ともご参加ください

●院内ご案内ボランティア講座

認知症高齢者を介護する家族支援事業が始まります

おでかけしましょう！

活動計画

4グループ
〜空き地の活用検討会〜『みんなで☆すすめる』

・・・等々、いろいろな意見をいただきました。
これらの意見を参考にしつつ、活用方法を検討
していきたいと思います。　　



活動計画

2グループ

なかむら福祉だより Vol.812 7なかむら福祉だより Vol.81

〜空き家展開チームの活動を開始！〜

中村区民まつり サロン部会ブース出展決定！

　１グループは、地域住民の方同士の交流・情報交換の場、たまり場作りを行う上で必要な場所の確保を
目的に空き家展開チームの活動を始めました。
　個人宅3件、福祉施設2件、企業2件を計画委員とともに訪問し、たまり場への場所提供等についての意
向調査や情報収集を行いました。

　平成27年10月24日（土）に開催される中村区民まつりで、サロン部会の
ブース出展が決まりました！内容はミニサロンや区内のサロン紹介のパネル展
示などを予定しています。ほかにもサロン紹介のチラシ配布や「サロン何でも
相談所」窓口を設けますので、お気軽にお立ち寄りください。お待ちしており
ます！

活動計画

1グループ

『ともに☆ささえる』

『あつまる☆つながる』

　2グループでは、現在豊臣、日吉、八社、則武学区で
行われている「地域支えあい事業」を中村区全体に広
げていく方策を検討しています。
　そこで地域支えあい事業で実際に行われていること
を体験するべく６月28日に豊臣学区で行われている
「出前相談」に計画委員も参加しました。豊臣学区
『おたがいさま』ボラティアグループとともに実際に
高齢者のお宅を回り、困りごとがないか、また健康に
関する注意喚起もあわせて行いました。参加した計画
委員からは「ボランティアが多数参加していて素晴ら
しいと思う。地域支えあい事業の活動を知ることがで
きてよかった。」と話していました。

▲企業訪問の様子

速報！

▲施設訪問の様子

▲計画委員も交えて出前相談へ出発

▲個人のご自宅訪問の様子

　８月７日(金)に中村児童館で夏まつりを開催。暑い中、
233人の方に参加していただきました。
　この夏まつりは、ふだん児童館に遊びに来てくれる子ど
もたちが実行委員として企画から参加。チラシやポスター
作成に始まり、まつりの内容も実行委員会のみんなで話し
合って、たません、わなげ、しゃてきのゲームコーナーや
お化けやしき等盛りだくさんになりました。
　まつり当日は、どのコーナーも行列ができる程の大盛況!!

中村児童館

まるはちの日企画　夏まつりを開催しました

ちょっと来て講座のご紹介
　福祉会館を見たことも聞いたこともない、福祉会館の
名前は知っているが行くきっかけがない、という方に福
祉会館を知っていただくため、「ちょっと来て講座」を
今年度から開催しています。
　これまでに、健康ブームに乗っかった「健康体操」や
手先を使った創作活動「和紙でカードケース作り」を実
施しました。
　健康体操は2回開催しましたが、非常に好評で毎回抽選
になっています。落選された方、すみません。ｍ(_ _)m
　また、和紙でカードケース作りも定員を大幅に超えた
ため、急遽日数を増やして全員の方に参加していただき
ました。
　参加者の方は、体操で汗を流して楽しそうに運動され
たり、きれいな和紙で作ったカードケースをお孫さんに
プレゼントすると言ってみえました。
　今後も随時「ちょっと来て講座」を開催しますので、
興味のある方はぜひご参加下さい。

名楽福祉会館

お問合せ先 中村児童館（☎451－5162  FAX451－5163 ）

お問合せ先 名楽福祉会館（☎481－8588  FAX461－5667 ）

実行委員の子どもや当日スタッフの子どもは一生懸命に自分
の担当コーナーで頑張っていました。
　毎年人気のお化け屋敷は、貞子が登場するドキドキの内
容。『こわくて歩くことができなくなりました』や『お化け
屋敷にまた来たいです』等など多くの感想を聞くことができ
ました。
　参加してくれた子も実行委員の子もみんなが笑顔になった
楽しい1日でした。

※サロン部会とは…中村区内11のサロンが参加（27年9月現在）。
　　　　　　　　　定期的にサロン運営者が集まり、情報交換や新たな
　　　　　　　　　サロン立上げの支援などを行っています。

〜地域支えあい事業を体験！〜
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社会福祉法人
名古屋市中村区社会福祉協議会

ふれあい・いきいきサロン事業

お問い合わせ先

TEL ４８６－２１３１
FAX ４８３－３４１０

お気軽にお問合せください

〒453-0024
名古屋市中村区名楽町4-7-18

■ホームページアドレス
　http://nakamura-shakyo.or.jp/
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中村保健所南

今号の内容

「いきいきクラブ」ブログ更新中♪　社協情報も載っています。ぜひご覧ください！！
広告お待ちしております。

＜ 広　告 ＞

　今年度より、高齢者や障がい者、子育て中の親子など、地域住民どなたでも集まることができる
サロンを応援する新運営助成金制度が始まっています。(名古屋市委託事業)

　今年も夏祭りが盛大に開催されました。盆踊りやスイカ割り、ゲームを楽しんでいただきました。毎回人気の炭焼き
田楽やかき氷、お好み焼きも好評でした。職員も浴衣姿でお手伝いしました！

　お客様一人ひとりの“その人らしさ”
を大切にして、「安心」「安全」「あった
かい」サービスを提供いたします。
　夏祭り・クリスマス会・同朋大学体験
ツアーなどの行事、フラワーアレンジメ
ントや陶芸などの趣味講座が盛りだく
さんなので、お客様の身体状況やご希
望に応じて参加ができます。ちょっとし
た支援が必要な方から重度の介護が必
要な方まで、末永くご利用いただけるこ
とが最大の特長です。

★開設助成金や実施回数が月 1回以上のサロン団体に対する助成金もございますので、詳細は本会まで
　お気軽にお問合せください。

P.１…………ふれあい・いきいきサロン事業のご案内
P.２～３……第3次地域福祉活動計画報告
P.４…………赤い羽根共同募金が始まります
 地域福祉活動応援助成事業審査会審査結果
P.５…………キラ☆キラおやじ養成講座の案内
 2015 なかむらふくしツアー in summer報告

P.６…………いきいき支援センターより
P.７…………中村児童館・名楽福祉会館
P.８…………中村区デイサービスセンター
 善意の寄付

81Vol.Vol.

平成27年
10月発行
平成27年
10月発行

▲「万年青会」平成27年4月27日開設 ▲「五反城のつどい」平成27年4月16日開設 ▲「ふれあい健康サロン」平成26年3月15日開設

地域のたまり場（サロン）を応援します！

平成26年～27年にかけて開設された、高齢者サロン３団体です★

電話　４８３－３４１１
〒453-0024　中村区名楽町４丁目７番地の１８

（中村区在宅サービスセンター内）

中村区デイサービスセンター
～住みなれた地域でいつまでも暮らしていける安心をお届けしたい～

「中村区にこんなデイサービスがあってよかった。」 そんな言葉が聞こえるように・・・

麻雀で楽しく脳を活性化！
問い合せ先：担当：林　電話 4 8 6 － 2 1 3 1

●新サロン運営助成金事業

中村区デイサービスセンター

無料体験実施中！
初級/30分700円
中級/30分380円・3時間1,800円
経験/30分280円・3時間1,300円
年中無休・自動卓８台
ニューロン麻雀スクール
名古屋ジャンプ
名古屋市中村区本陣通3-40-1
TEL：052(433)2422

賭けない 飲まない 吸わない

内　　　容 サロン運営の実績に対する助成
実 施 回 数 月2回以上　定期的に
参 加 人 数 小規模：5名以上　大規模：25名以上(高齢者のみ)
助　成　額 小規模：2,000円　大規模：10,000円(高齢者のみ)

申請の条件 地域団体、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉施設、
 企業等、多様な活動主体が営利を目的とせずに実施する場合
申 請 時 期 半期ごとに受付

同朋大学体験ツアー フラワーアレンジメント講座

相撲甚句フラダンス

現在は、老人作品展（11/11～11/15 市民ギャラリー矢田
にて展示）に向けて共同制作作品を準備しています。

カラオケレク

※助成の件数には限りがあります。

地下鉄東山線本陣駅より徒歩2分地下鉄東山線本陣駅より徒歩2分

あたたかいご寄付を
ありがとうございました｡

（平成27年2月5日～平成27年8月31日）

（順不同）

桑田秋彦様、池田様、近藤咲子様、名古屋ヤクルト
販売株式会社様、中村つぼみの会・柴田玲子様、
豊田通商株式会社様、浅野千代子様、中村区地域
女性団体連絡協議会様、柴田安晧様、匿名7名様


