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今号の内容

　7月16日、なごや中村災害ボランティアネットワーク、同朋大学社会福祉学部平澤ゼミ
学生、中村区身体障害者福祉協会、名古屋国際センター、中村区役所、中村区社会福祉協
議会が協働で災害ボランティアセンター立上訓練を実施しました。
　今後も平常時において、様々な取り組みを行い、各団体同士のつながりを強めること
で、災害時に十分に力を発揮できるよう連携を強化していきたいと思います！

災害ボランティアは災害時だけでなく、平常時も防災・減災を啓発する取り組みを行っています！
ボランティアメンバーになれば自分と家族を守るための防災知識を学ぶ機会にもなります。
活動に興味のある方は、お問い合わせください！

なごや中村災害ボランティアネットワーク　メンバー募集なごや中村災害ボランティアネットワーク　メンバー募集

中村区災害ボランティアセンター立上訓練　実施しました！中村区災害ボランティアセンター立上訓練　実施しました！
～被災後、いち早い復興のために～～被災後、いち早い復興のために～

P.１……中村区災害ボランティアセンター立上訓練実施しました！
P.２……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 審査結果
P.３……地域のサロンへようこそ
 サロン開設・運営をお考えの方へ
P.４・５…次世代に紡ぐ、地域福祉の系譜

P.６……いきいき支援センター
 中村区認知症カフェの紹介
 認知症サポーター養成講座
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

一緒に活動
しませんか？
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▲立上訓練参加メンバーの集合写真▲ボランティアニーズの聞きとり

▲活動オリエンテーション

▲ボラ活動探し（マッチング）

▲ボランティアの受付

中村区社会福祉協議会　TEL：052-486-2131問い合わせ先
社会福祉法人
名古屋市中村区社会福祉協議会

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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中村社協ブログ更新中♪　社協の取組み、ぜひご覧ください！！
広告お待ちしております。

＜ 広　告 ＞

就労継続支援B型として平成２８年９月１日オープン

製菓学校の元講師がお菓子作りの
イロハとノウハウを伝授。

皆様が笑顔で過ごせますようにを目指します
所 在 地：中村区横井1-112（横前郵便局前）
電話番号：419-0660

㈱ ひまわりケアサービス
ソレイユ中村

ブログ更新中 http://nakamuraborako.blog.fc2.com
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今号の内容

　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)

　デイサービス恒例の納涼夏祭りを開催し、盆踊りやスイカ割り、射的や輪投げ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。地元の大学生や福祉ツアーの親子も参加もあり、賑や
かな時間を過ごすことができました。

★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
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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★

中村区中村区デイサービスセンター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・・・

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
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

※助成の件数には限りがあります。

あたたかいご寄付をありがとうございました。
（平成28年2月4日～平成28年8月16日）

（順不同）

千成学区様、ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動 ピアゴ中村店様、豊田通商株式会社 名古屋本社様、
介護用品 ビックママ様、大野昭憲様、名古屋ヤクルト販売株式会社様、松平ハツ子様、松本幸重様、
中村区地域女性団体連絡協議会様、匿名５名様

陶芸作品

　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」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、書道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。

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

お花見

同朋大学体験ツアー 手作りおやつ

お問い合わせ先
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実施予定日時 場　所

～10月1日から12月31日まで～

10:00～11:00 名古屋駅交番付近 13:00～14:00
 10:00～11:00   名古屋駅交番付近
 13:00～14:00  名古屋駅交番付近
 10:00～11:00 名古屋駅交番付近
 10:00～11:30 名古屋駅交番付近
 13:00～14:00 名古屋駅交番付近
 10:00～15:00 中村公園(区民まつり)
 10:00～11:00 名古屋駅西商店街付近

10月 1 日㊏

10月 6 日㊍
10月 9 日㊐
10月13日㊍
10月15日㊏
10月17日㊊
10月22日㊏
11月 6 日㊐
12月 3 日㊏ 10:00～11:00 名古屋駅交番付近

○学区のお年寄り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！！

上記日時はH28.8月末現在の予定です。変更する場合がありますので、本会までお尋ねください。

　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、本事業の財源には、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

尾国一座

楽笑座

any smile

本陣手話サークル

中村パソコン支援
ボランティア「ビット」
特定非営利活動法人
つばさ福祉会
名古屋中村
おもちゃ図書館
チーム！
なごやかなかむら

中村区ボランティア
連絡協議会

子どもと女性の
イスラームの会
名古屋音楽療法
研究所
ハッピーウォーキング
倶楽部

40,000円

50,000円

50,000円

50,000円

35,000円

50,000円

38,900円

30,000円

50,000円

50,000円

申請事業内容 助成
決定額

楽器の修繕や手品道具の
充実事業の実施
練習場所の確保及び小道具の
充実事業の実施
子育て世代の親子、若者、高齢者の世代間
交流事業の開催（世代間スマイルコラボvol．4）

本陣手話サークル地域福祉
事業の実施

パソコン学習講座の開催
サマースイーツ・スタジオ・
TSUBASAの開催
手づくりおもちゃの材料、
盲晴共遊玩具の充実事業
手芸レクリエーションを用いた
地域活性化事業の実施

中村鯱城会

うさぎの耳

GROUP CRAYON

中村区におけるボランティア活動
啓発及びスキルアップ事業の実施
中村区における福祉
ボランティア活動事業の実施
スキルアップ講習会
2回開催経費
海外移住によるアイデンティティ･
クライシスの乗り越え方講座の開催
高齢者施設への音楽デリバリー
サービス2016事業の開催
ノルディックウォーキング
多世代交流事業の実施
ボランティアコンサート
事業の開催

団体・グループ名 申請事業内容 助成
決定額

30,000円

50,000円

30,000円

50,000円

50,000円

illustration by シノノコ
© Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

コラボグッズ
（バッヂ）の
一例です。

活動計画

2グループ

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

　

中村児童館

子どもたちによる中村児童館 夏まつり

名楽福祉会館サロン参加者募集中
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 ）

※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！〜

　８月５日（金）に中村児童館で夏まつりを開催しました。
　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参加。
　チラシやポスターの作成から始まり、夏まつりの内容を実
行委員のみんなで話し合い、例年大人気のおばけ屋敷、ゲー
ムコーナー（紙コップ積み、さかなつり）、たませんと盛り
だくさんに決めました。８月に入ってから毎日、実行委員の
みんなは準備に一生懸命でした。

　夏まつり当日は、２５０名程の来館者！！実行委員や
当日お手伝いの子どもスタッフは自分の担当コーナーで
頑張り、まつりを盛り上げました。
　参加したみなさんからは、たくさんの『楽しかった』
の声。他にも『ゲームコーナーは小さな子も楽しめる
ように工夫してあってよかった』『恐くておばけ屋敷に
入れなかった。来年は入れるようになりたい』『おばけ
屋敷にもう１回入りたかった』等、感想をいただきました｡
　みんなが楽しい時間を過ごしました。

名楽福祉会館では、4月から2つのサロンを開催しています。
市内在住の60歳以上の方ならどなたでも参加していただけます。

１. 脳トレプリントサロン
　　四字熟語、計算、間違い探しなどを解きます。
　　毎回、８０名近くの方が悪戦苦闘（？）しながら楽しんで参加され
　ています。

　　日　時　毎月第１・第３月曜日　午前１０時３０分～１１時３０分
　　持ち物　筆記用具、消しゴム

２. 折り紙サロン
　　文字通り、折り紙で花や箱など色々な物を作っています。
　　折り紙は、指先を動かすことで脳を活性化させると言われています。
　　折り紙は自信が無いという方も、ボランティアさんや職員が丁寧に　
　お教えします。

　　日　時　毎月第２木曜日　午後１時３０分～２時３０分
　　持ち物　特に無し

 ご参加お待ちしています。ｍ(_ _)ｍ
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特定非営利活動法人
つばさ福祉会
名古屋中村
おもちゃ図書館
チーム！
なごやかなかむら

中村区ボランティア
連絡協議会

子どもと女性の
イスラームの会
名古屋音楽療法
研究所
ハッピーウォーキング
倶楽部

40,000円

50,000円

50,000円

50,000円

35,000円

50,000円

38,900円

30,000円

50,000円

50,000円

申請事業内容 助成
決定額

楽器の修繕や手品道具の
充実事業の実施
練習場所の確保及び小道具の
充実事業の実施
子育て世代の親子、若者、高齢者の世代間
交流事業の開催（世代間スマイルコラボvol．4）

本陣手話サークル地域福祉
事業の実施

パソコン学習講座の開催
サマースイーツ・スタジオ・
TSUBASAの開催
手づくりおもちゃの材料、
盲晴共遊玩具の充実事業
手芸レクリエーションを用いた
地域活性化事業の実施

中村鯱城会

うさぎの耳

GROUP CRAYON

中村区におけるボランティア活動
啓発及びスキルアップ事業の実施
中村区における福祉
ボランティア活動事業の実施
スキルアップ講習会
2回開催経費
海外移住によるアイデンティティ･
クライシスの乗り越え方講座の開催
高齢者施設への音楽デリバリー
サービス2016事業の開催
ノルディックウォーキング
多世代交流事業の実施
ボランティアコンサート
事業の開催

団体・グループ名 申請事業内容 助成
決定額

30,000円

50,000円

30,000円

50,000円

50,000円

illustration by シノノコ
© Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

コラボグッズ
（バッヂ）の
一例です。

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

　

中村児童館

子どもたちによる中村児童館 夏まつり

名楽福祉会館サロン参加者募集中
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 ）

※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！〜

　８月５日（金）に中村児童館で夏まつりを開催しました。
　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参加。
　チラシやポスターの作成から始まり、夏まつりの内容を実
行委員のみんなで話し合い、例年大人気のおばけ屋敷、ゲー
ムコーナー（紙コップ積み、さかなつり）、たませんと盛り
だくさんに決めました。８月に入ってから毎日、実行委員の
みんなは準備に一生懸命でした。

　夏まつり当日は、２５０名程の来館者！！実行委員や
当日お手伝いの子どもスタッフは自分の担当コーナーで
頑張り、まつりを盛り上げました。
　参加したみなさんからは、たくさんの『楽しかった』
の声。他にも『ゲームコーナーは小さな子も楽しめる
ように工夫してあってよかった』『恐くておばけ屋敷に
入れなかった。来年は入れるようになりたい』『おばけ
屋敷にもう１回入りたかった』等、感想をいただきました｡
　みんなが楽しい時間を過ごしました。

名楽福祉会館では、4月から2つのサロンを開催しています。
市内在住の60歳以上の方ならどなたでも参加していただけます。

１. 脳トレプリントサロン
　　四字熟語、計算、間違い探しなどを解きます。
　　毎回、８０名近くの方が悪戦苦闘（？）しながら楽しんで参加され
　ています。

　　日　時　毎月第１・第３月曜日　午前１０時３０分～１１時３０分
　　持ち物　筆記用具、消しゴム

２. 折り紙サロン
　　文字通り、折り紙で花や箱など色々な物を作っています。
　　折り紙は、指先を動かすことで脳を活性化させると言われています。
　　折り紙は自信が無いという方も、ボランティアさんや職員が丁寧に　
　お教えします。

　　日　時　毎月第２木曜日　午後１時３０分～２時３０分
　　持ち物　特に無し

 ご参加お待ちしています。ｍ(_ _)ｍ
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中村区認知症カフェの紹介中村区認知症カフェの紹介
地域のサロンへようこそ

中村区では、８箇所の認知症カフェを開催中！お気軽に参加ください。

お問い合わせ先
■中村区北部いきいき支援センター　　　TEL. ０５２－486-2133　FAX. 052-483-3410
　中村区北部いきいき支援センター分室　TEL. ０５２－412-3030　FAX. 052-412-3110
■中村区南部いきいき支援センター　　　TEL. ０５２－483-6866　FAX. 052-483-6867

サロン開催場所の募集

●認知症カフェとは●
認知症のご本人・ご家族、地域の方、専門職など、地域の誰もが気軽に集い、
楽しく過ごしながら仲間づくりや情報交換を行う場所です。

ふれあい・いきいきサロン事業

　地域のつながりが希薄化するなか、お友達作り、健康づくりを推進する場(サロン)が今後ますます必要
になってきます！
　お茶会やゲーム、レクリエーションを楽しみながら、健康づくりやお友達作りを進めていきましょう！
　サロンの開設・運営にご興味のある方は、お気軽に本会までご相談ください☆

「サロンを開設したいけど、場所がないので実現できない！」というご相談があります。そこで、空き
部屋をご提供いただける施設・団体・個人様を募集しています！皆さまのご協力をお待ちしています☆

■開催日時：年４回　土曜日
 午前10時00分～午前11時30分
■開催場所：市営荒輪井荘西集会所
■参加費：お一人　１回　２００円
　※西荒輪井荘にお住まいの方対象

■開催日時：毎月第1月曜日
 　　午前10時00分～午前11時30分
■開催場所：筧家住宅（登録有形文化財）
 　　(米野コミセンの場合あり)
■参加費：お一人　１回　１００円
　※米野学区在住の方対象

 

いきいき支援センター

サロン丸八

“ほっと”カフェ
　城西

スマイルカフェ

咲こまいカフェ

もくワク珈琲店

ひだまりカフェ

なごや脳若
　ステーション

ふらっとカフェ

13時～15時 100円

H28.9.1現在

14時～16時 100円
必要

必要

不要

14時～16時 100円 不要

14時～16時 100円 必要

９時～18時 飲み物代
150円 不要

14時～16時 ０円 不要

10時～12時 500円 必要

14時～16時 ０円 不要

名　称
月２回

（第1・3水曜日)

常設：月曜日～金曜日
イベント：第４木曜日

毎月第３土曜日

最終土曜日
（不定期）

毎週月曜日～
　土曜日

月1回

毎月第３土曜日

毎月第２土曜日

開　催　日 時　間
サロン丸八
（中村区二ッ橋町1丁目５‐２）
０５２‐４８３‐３３８０
偕行会城西病院
（中村区北畑町四丁目１番地）
052-485-3734
Q アップスタジオ中村
（中村区中島町3-44）
052-483-8022
グループホーム咲こまい
（中村区佐古前町1-26）
052-481-3501
デイサービスもくもくワクワク
（中村区鳥居通4‐16第２鳥居ビル１A）
052-485-9806
丸八グループホーム日吉
（中村区日ノ宮町１丁目６１‐１　２階）
052-485-3855
稲西ケアセンター
（中村区岩上町３５）
052-414-5450
S O M P O ケア　ラヴィーレ名古屋中村
（中村区黄金通6‐1）
052-453-6541

住　所 参加費 申し込み

 

 

「憩いの場」
　平成28年5月開設(稲西学区)

「米野ふれあいサロンなかよし」
　　平成28年5月開設(米野学区)

できることから始めよう！

サロン開設・運営をお考えの方へサロン開設・運営をお考えの方へ

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
※②については、高齢者のみ

月4回以上　定期的に
※②については、高齢者のみ

参 加 人 数 ①5名以上（小規模）　②大規模：25名以上(高齢者のみ)

助　成　額 ①月2,000円（小規模）　
②月10,000円(大規模)

①月4,000円（小規模）　
②月20,000円(大規模)

参 加 対 象 名古屋市内在住の高齢者、障がい者、子育て中の親子等、
地域住民の誰でも参加対象とすること

そ　の　他 助成の件数には限りがあります。なお、参加者名簿（運営費用申請時）等、
添付書類が必要になります。

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

実 施 場 所 コミュニティセンター、集会所、社務所、福祉施設など地域の身近な場所

申 請 時 期 半期ごとに受付（区社協）

 

申請の条件

運　営　助　成　金

 

（*太字部分Ｈ28.4～拡充）

無料認知症サポーター養成講座
　認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を支援することにより、誰もが安心して暮らせるコミュ
ニティをつくることを目的としています。中村区では、いきいき支援センターで毎月１回開催しています。受講料
は無料、出張相談もしますので、下記へお問い合わせください。
　いきいき支援センターでは、認知症の方の介護をされているご家族様へのサポート（家族支援事業）も行っ
ています。お気軽にご相談ください。

本会では、一定の要件を満たすサロン団体に助成金の支援を行っています！
今年度、整備助成金を拡充しましたので、ご興味のある方は本会までお問い合わせください！

今年度も、地域の人が気軽に集える場所「サロン」が続々と立ち上がっています！
運営方法・活動内容が異なった特徴的なサロンが沢山あります！その中で今回は、本会と中村区南部・
北部いきいき支援センターが連携して、開設・運営支援を行っているサロンを紹介します☆

今年度より、サロン団体へカラオケ機器セットの貸し出しを始めました！ぜひご活用ください☆



　去る8月3日、小中学校における福祉体験学習の拡充を目指し、
教員を対象とした「福祉教育連絡会」を開催しました。当日は、①
福祉教育の目的の説明　②本会で行う福祉教育のプログラム及
び※福祉学習サポーターの紹介　③日吉小学校、豊国中学校から
の実践事例報告　④２グループに分かれての情報交換を行いまし
た。参加いただいた先生からは「福祉教育の実施校からの話を聞
くことができてよかった。」、「意見交換によって新しい発想を得
ることができた。」「福祉教育の必要性を考えることができた。」
等の感想をいただきました。これからも、地域住民、学校、社協が
連携して、福祉教育を進めていきます。

※福祉学習サポーター…福祉教育に協力をいただいている住

民ボランティア

地域の大人・教員・コミュティワーカーの連携

　夏休み期間中、中村区に住んでいる小学生とその保護者の方を
対象に今年も「なかむらふくしツアー」を実施しました。本事業は、
社協の事業・イベントへの参加や、区内福祉施設訪問等、福祉を「見
る」「知る」「楽しむ」ことを通じて、子どもたちが「ふくしマスター」を
目指すものです。
　８月１０日には、子育てサロン「すくすく」でボランティア活動を体
験。お兄さん・お姉さんとしてサロンに参加した乳幼児の遊び相手
の他、紙芝居の読み聞かせも行いました。小学生の参加者は「小さ
い子と遊んで、お母さんたちはすごいと思いました。」と感想を話し
てくれました。
　ふくしツアーでは他にも、福祉会館の高齢者と工作をしながらの
交流、デイサービスセンター夏祭りへの参加、災害時に役立つ防災
パッククッキング体験などを実施しました。

親子で福祉の心を育む ふくしツアー2016

　本会では、福祉学習サポーターの方々の協力を得て、福祉「共」
育を積極的に進めています。今年度は、新たに柳学区地域福祉推
進協議会のメンバーにもご協力いただき、柳小学校における高齢
者疑似体験を実施しました。児童からは「お年寄りの身体の状態
を理解することができた。」「困っている人を見たら、声かけをした
り、手を差し伸べようと思った。」などの感想があり、思いやりの
心を育むきっかけにつながっている様子でした。また、ご協力いた
だいた地域住民の方からは「体験できて楽しかった。」というお話
しをいただいています。
　なお、本疑似体験を経た柳小学校児童のみなさんは、学区の一
人暮らし高齢者とのふれあい会にて、実際に高齢者の方々と交流
を深める予定です。

福祉教育・小学校編
　昨年度に引き続き同朋大学の社会福祉専攻の新入生を対象
に、「オレンジカレッジパートⅠ」を実施しました。いきいき支援
センターによる認知症サポーター養成講座に始まり、「めいらく
寸劇グループ」による寸劇のほか、社協の取り組みや共同募金、
大学生にできる地域福祉活動について、昨年秋に先輩達が実践
した「オレンジカレッジ　パートⅡ」での実践の様子などを紹介
しながら、認知症に関する理解を深めるとともに、認知症の人と
その家族を支える地域づくりについて学びを深めました。
　今年度も、続編として１０月に地域福祉実践の場「オレンジカ
レッジパートⅡ」を企画しています。そしてまた、来年の新入生へ
と学びと実践の機会が続いていくよう取り組んでいきます。

同朋大学オレンジカレッジ2016

　ご近所のちょっとした困りごとを、ご近所の力で支えあう「互
（ご）近（きん）助（じょ）」力を生かした地域支えあい事業。
　八社学区の高齢者のお宅で、一人では移動させる事が困難
な洋服ダンスを、隣の部屋に移動させて欲しいとの依頼を受け
て、近くに住む高校生ボランティアが「サポートしぇん隊」として
出動しました。
　わずか１５分、あっという間にタンスの移動が完了です。「一人
ではどうしても動かせなかったから本当に助かった。」と依頼者
の方は大変喜んでおられました。
　「これくらいのことならいくらでもやりますよ。」と活動したボ
ランティアからは頼もしい言葉をもらいました。

地域で活躍、高校生ご近所ボランティア

　本会では、中村区内の中学校においても福祉「共」育を実施し
ています。
　黄金中学校では、牧野学区・米野学区の福祉学習サポーター
の協力のもと、「支えあう地域づくり」をテーマに、①学区の高齢
者の方を対象にしたサロン活動の紹介　②防災の視点に立った
地域の支えあい活動の紹介　③中村区内で小中高生が支えあう
地域をつくろうと取り組んだ事例の紹介を行ったうえで、「自分
たちに出来ることは何か？」を考えてもらいました。なお、これを
受け、生徒のみなさんたちは、夏休み期間中に各自調べ学習を
行い、2学期には、高齢者疑似体験などの福祉体験を行う予定に
なっています。

福祉教育・中学校編
学校
教員

親　
子

小学
生

中学
生

高校
生

大学
生

次世代に紡ぐ、地域福祉の系譜…
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　去る8月3日、小中学校における福祉体験学習の拡充を目指し、
教員を対象とした「福祉教育連絡会」を開催しました。当日は、①
福祉教育の目的の説明　②本会で行う福祉教育のプログラム及
び※福祉学習サポーターの紹介　③日吉小学校、豊国中学校から
の実践事例報告　④２グループに分かれての情報交換を行いまし
た。参加いただいた先生からは「福祉教育の実施校からの話を聞
くことができてよかった。」、「意見交換によって新しい発想を得
ることができた。」「福祉教育の必要性を考えることができた。」
等の感想をいただきました。これからも、地域住民、学校、社協が
連携して、福祉教育を進めていきます。

※福祉学習サポーター…福祉教育に協力をいただいている住

民ボランティア

地域の大人・教員・コミュティワーカーの連携

　夏休み期間中、中村区に住んでいる小学生とその保護者の方を
対象に今年も「なかむらふくしツアー」を実施しました。本事業は、
社協の事業・イベントへの参加や、区内福祉施設訪問等、福祉を「見
る」「知る」「楽しむ」ことを通じて、子どもたちが「ふくしマスター」を
目指すものです。
　８月１０日には、子育てサロン「すくすく」でボランティア活動を体
験。お兄さん・お姉さんとしてサロンに参加した乳幼児の遊び相手
の他、紙芝居の読み聞かせも行いました。小学生の参加者は「小さ
い子と遊んで、お母さんたちはすごいと思いました。」と感想を話し
てくれました。
　ふくしツアーでは他にも、福祉会館の高齢者と工作をしながらの
交流、デイサービスセンター夏祭りへの参加、災害時に役立つ防災
パッククッキング体験などを実施しました。

親子で福祉の心を育む ふくしツアー2016

　本会では、福祉学習サポーターの方々の協力を得て、福祉「共」
育を積極的に進めています。今年度は、新たに柳学区地域福祉推
進協議会のメンバーにもご協力いただき、柳小学校における高齢
者疑似体験を実施しました。児童からは「お年寄りの身体の状態
を理解することができた。」「困っている人を見たら、声かけをした
り、手を差し伸べようと思った。」などの感想があり、思いやりの
心を育むきっかけにつながっている様子でした。また、ご協力いた
だいた地域住民の方からは「体験できて楽しかった。」というお話
しをいただいています。
　なお、本疑似体験を経た柳小学校児童のみなさんは、学区の一
人暮らし高齢者とのふれあい会にて、実際に高齢者の方々と交流
を深める予定です。

福祉教育・小学校編
　昨年度に引き続き同朋大学の社会福祉専攻の新入生を対象
に、「オレンジカレッジパートⅠ」を実施しました。いきいき支援
センターによる認知症サポーター養成講座に始まり、「めいらく
寸劇グループ」による寸劇のほか、社協の取り組みや共同募金、
大学生にできる地域福祉活動について、昨年秋に先輩達が実践
した「オレンジカレッジ　パートⅡ」での実践の様子などを紹介
しながら、認知症に関する理解を深めるとともに、認知症の人と
その家族を支える地域づくりについて学びを深めました。
　今年度も、続編として１０月に地域福祉実践の場「オレンジカ
レッジパートⅡ」を企画しています。そしてまた、来年の新入生へ
と学びと実践の機会が続いていくよう取り組んでいきます。

同朋大学オレンジカレッジ2016

　ご近所のちょっとした困りごとを、ご近所の力で支えあう「互
（ご）近（きん）助（じょ）」力を生かした地域支えあい事業。
　八社学区の高齢者のお宅で、一人では移動させる事が困難
な洋服ダンスを、隣の部屋に移動させて欲しいとの依頼を受け
て、近くに住む高校生ボランティアが「サポートしぇん隊」として
出動しました。
　わずか１５分、あっという間にタンスの移動が完了です。「一人
ではどうしても動かせなかったから本当に助かった。」と依頼者
の方は大変喜んでおられました。
　「これくらいのことならいくらでもやりますよ。」と活動したボ
ランティアからは頼もしい言葉をもらいました。

地域で活躍、高校生ご近所ボランティア

　本会では、中村区内の中学校においても福祉「共」育を実施し
ています。
　黄金中学校では、牧野学区・米野学区の福祉学習サポーター
の協力のもと、「支えあう地域づくり」をテーマに、①学区の高齢
者の方を対象にしたサロン活動の紹介　②防災の視点に立った
地域の支えあい活動の紹介　③中村区内で小中高生が支えあう
地域をつくろうと取り組んだ事例の紹介を行ったうえで、「自分
たちに出来ることは何か？」を考えてもらいました。なお、これを
受け、生徒のみなさんたちは、夏休み期間中に各自調べ学習を
行い、2学期には、高齢者疑似体験などの福祉体験を行う予定に
なっています。
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　去る8月3日、小中学校における福祉体験学習の拡充を目指し、
教員を対象とした「福祉教育連絡会」を開催しました。当日は、①
福祉教育の目的の説明　②本会で行う福祉教育のプログラム及
び※福祉学習サポーターの紹介　③日吉小学校、豊国中学校から
の実践事例報告　④２グループに分かれての情報交換を行いまし
た。参加いただいた先生からは「福祉教育の実施校からの話を聞
くことができてよかった。」、「意見交換によって新しい発想を得
ることができた。」「福祉教育の必要性を考えることができた。」
等の感想をいただきました。これからも、地域住民、学校、社協が
連携して、福祉教育を進めていきます。

※福祉学習サポーター…福祉教育に協力をいただいている住

民ボランティア

地域の大人・教員・コミュティワーカーの連携

　夏休み期間中、中村区に住んでいる小学生とその保護者の方を
対象に今年も「なかむらふくしツアー」を実施しました。本事業は、
社協の事業・イベントへの参加や、区内福祉施設訪問等、福祉を「見
る」「知る」「楽しむ」ことを通じて、子どもたちが「ふくしマスター」を
目指すものです。
　８月１０日には、子育てサロン「すくすく」でボランティア活動を体
験。お兄さん・お姉さんとしてサロンに参加した乳幼児の遊び相手
の他、紙芝居の読み聞かせも行いました。小学生の参加者は「小さ
い子と遊んで、お母さんたちはすごいと思いました。」と感想を話し
てくれました。
　ふくしツアーでは他にも、福祉会館の高齢者と工作をしながらの
交流、デイサービスセンター夏祭りへの参加、災害時に役立つ防災
パッククッキング体験などを実施しました。

親子で福祉の心を育む ふくしツアー2016

　本会では、福祉学習サポーターの方々の協力を得て、福祉「共」
育を積極的に進めています。今年度は、新たに柳学区地域福祉推
進協議会のメンバーにもご協力いただき、柳小学校における高齢
者疑似体験を実施しました。児童からは「お年寄りの身体の状態
を理解することができた。」「困っている人を見たら、声かけをした
り、手を差し伸べようと思った。」などの感想があり、思いやりの
心を育むきっかけにつながっている様子でした。また、ご協力いた
だいた地域住民の方からは「体験できて楽しかった。」というお話
しをいただいています。
　なお、本疑似体験を経た柳小学校児童のみなさんは、学区の一
人暮らし高齢者とのふれあい会にて、実際に高齢者の方々と交流
を深める予定です。

福祉教育・小学校編
　昨年度に引き続き同朋大学の社会福祉専攻の新入生を対象
に、「オレンジカレッジパートⅠ」を実施しました。いきいき支援
センターによる認知症サポーター養成講座に始まり、「めいらく
寸劇グループ」による寸劇のほか、社協の取り組みや共同募金、
大学生にできる地域福祉活動について、昨年秋に先輩達が実践
した「オレンジカレッジ　パートⅡ」での実践の様子などを紹介
しながら、認知症に関する理解を深めるとともに、認知症の人と
その家族を支える地域づくりについて学びを深めました。
　今年度も、続編として１０月に地域福祉実践の場「オレンジカ
レッジパートⅡ」を企画しています。そしてまた、来年の新入生へ
と学びと実践の機会が続いていくよう取り組んでいきます。

同朋大学オレンジカレッジ2016

　ご近所のちょっとした困りごとを、ご近所の力で支えあう「互
（ご）近（きん）助（じょ）」力を生かした地域支えあい事業。
　八社学区の高齢者のお宅で、一人では移動させる事が困難
な洋服ダンスを、隣の部屋に移動させて欲しいとの依頼を受け
て、近くに住む高校生ボランティアが「サポートしぇん隊」として
出動しました。
　わずか１５分、あっという間にタンスの移動が完了です。「一人
ではどうしても動かせなかったから本当に助かった。」と依頼者
の方は大変喜んでおられました。
　「これくらいのことならいくらでもやりますよ。」と活動したボ
ランティアからは頼もしい言葉をもらいました。

地域で活躍、高校生ご近所ボランティア

　本会では、中村区内の中学校においても福祉「共」育を実施し
ています。
　黄金中学校では、牧野学区・米野学区の福祉学習サポーター
の協力のもと、「支えあう地域づくり」をテーマに、①学区の高齢
者の方を対象にしたサロン活動の紹介　②防災の視点に立った
地域の支えあい活動の紹介　③中村区内で小中高生が支えあう
地域をつくろうと取り組んだ事例の紹介を行ったうえで、「自分
たちに出来ることは何か？」を考えてもらいました。なお、これを
受け、生徒のみなさんたちは、夏休み期間中に各自調べ学習を
行い、2学期には、高齢者疑似体験などの福祉体験を行う予定に
なっています。
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中村区認知症カフェの紹介中村区認知症カフェの紹介
地域のサロンへようこそ

中村区では、８箇所の認知症カフェを開催中！お気軽に参加ください。

お問い合わせ先
■中村区北部いきいき支援センター　　　TEL. ０５２－486-2133　FAX. 052-483-3410
　中村区北部いきいき支援センター分室　TEL. ０５２－412-3030　FAX. 052-412-3110
■中村区南部いきいき支援センター　　　TEL. ０５２－483-6866　FAX. 052-483-6867

サロン開催場所の募集

●認知症カフェとは●
認知症のご本人・ご家族、地域の方、専門職など、地域の誰もが気軽に集い、
楽しく過ごしながら仲間づくりや情報交換を行う場所です。

ふれあい・いきいきサロン事業

　地域のつながりが希薄化するなか、お友達作り、健康づくりを推進する場(サロン)が今後ますます必要
になってきます！
　お茶会やゲーム、レクリエーションを楽しみながら、健康づくりやお友達作りを進めていきましょう！
　サロンの開設・運営にご興味のある方は、お気軽に本会までご相談ください☆

「サロンを開設したいけど、場所がないので実現できない！」というご相談があります。そこで、空き
部屋をご提供いただける施設・団体・個人様を募集しています！皆さまのご協力をお待ちしています☆

■開催日時：年４回　土曜日
 午前10時00分～午前11時30分
■開催場所：市営荒輪井荘西集会所
■参加費：お一人　１回　２００円
　※西荒輪井荘にお住まいの方対象

■開催日時：毎月第1月曜日
 　　午前10時00分～午前11時30分
■開催場所：筧家住宅（登録有形文化財）
 　　(米野コミセンの場合あり)
■参加費：お一人　１回　１００円
　※米野学区在住の方対象

 

いきいき支援センター

サロン丸八

“ほっと”カフェ
　城西

スマイルカフェ

咲こまいカフェ

もくワク珈琲店

ひだまりカフェ

なごや脳若
　ステーション

ふらっとカフェ

13時～15時 100円

H28.9.1現在

14時～16時 100円
必要

必要

不要

14時～16時 100円 不要

14時～16時 100円 必要

９時～18時 飲み物代
150円 不要

14時～16時 ０円 不要

10時～12時 500円 必要

14時～16時 ０円 不要

名　称
月２回

（第1・3水曜日)

常設：月曜日～金曜日
イベント：第４木曜日

毎月第３土曜日

最終土曜日
（不定期）

毎週月曜日～
　土曜日

月1回

毎月第３土曜日

毎月第２土曜日

開　催　日 時　間
サロン丸八
（中村区二ッ橋町1丁目５‐２）
０５２‐４８３‐３３８０
偕行会城西病院
（中村区北畑町四丁目１番地）
052-485-3734
Q アップスタジオ中村
（中村区中島町3-44）
052-483-8022
グループホーム咲こまい
（中村区佐古前町1-26）
052-481-3501
デイサービスもくもくワクワク
（中村区鳥居通4‐16第２鳥居ビル１A）
052-485-9806
丸八グループホーム日吉
（中村区日ノ宮町１丁目６１‐１　２階）
052-485-3855
稲西ケアセンター
（中村区岩上町３５）
052-414-5450
S O M P O ケア　ラヴィーレ名古屋中村
（中村区黄金通6‐1）
052-453-6541

住　所 参加費 申し込み

 

 

「憩いの場」
　平成28年5月開設(稲西学区)

「米野ふれあいサロンなかよし」
　　平成28年5月開設(米野学区)

できることから始めよう！

サロン開設・運営をお考えの方へサロン開設・運営をお考えの方へ

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
※②については、高齢者のみ

月4回以上　定期的に
※②については、高齢者のみ

参 加 人 数 ①5名以上（小規模）　②大規模：25名以上(高齢者のみ)

助　成　額 ①月2,000円（小規模）　
②月10,000円(大規模)

①月4,000円（小規模）　
②月20,000円(大規模)

参 加 対 象 名古屋市内在住の高齢者、障がい者、子育て中の親子等、
地域住民の誰でも参加対象とすること

そ　の　他 助成の件数には限りがあります。なお、参加者名簿（運営費用申請時）等、
添付書類が必要になります。

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

実 施 場 所 コミュニティセンター、集会所、社務所、福祉施設など地域の身近な場所

申 請 時 期 半期ごとに受付（区社協）

 

申請の条件

運　営　助　成　金

 

（*太字部分Ｈ28.4～拡充）

無料認知症サポーター養成講座
　認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を支援することにより、誰もが安心して暮らせるコミュ
ニティをつくることを目的としています。中村区では、いきいき支援センターで毎月１回開催しています。受講料
は無料、出張相談もしますので、下記へお問い合わせください。
　いきいき支援センターでは、認知症の方の介護をされているご家族様へのサポート（家族支援事業）も行っ
ています。お気軽にご相談ください。

本会では、一定の要件を満たすサロン団体に助成金の支援を行っています！
今年度、整備助成金を拡充しましたので、ご興味のある方は本会までお問い合わせください！

今年度も、地域の人が気軽に集える場所「サロン」が続々と立ち上がっています！
運営方法・活動内容が異なった特徴的なサロンが沢山あります！その中で今回は、本会と中村区南部・
北部いきいき支援センターが連携して、開設・運営支援を行っているサロンを紹介します☆

今年度より、サロン団体へカラオケ機器セットの貸し出しを始めました！ぜひご活用ください☆
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実施予定日時 場　所

～10月1日から12月31日まで～

10:00～11:00 名古屋駅交番付近 13:00～14:00
 10:00～11:00   名古屋駅交番付近
 13:00～14:00  名古屋駅交番付近
 10:00～11:00 名古屋駅交番付近
 10:00～11:30 名古屋駅交番付近
 13:00～14:00 名古屋駅交番付近
 10:00～15:00 中村公園(区民まつり)
 10:00～11:00 名古屋駅西商店街付近

10月 1 日㊏

10月 6 日㊍
10月 9 日㊐
10月13日㊍
10月15日㊏
10月17日㊊
10月22日㊏
11月 6 日㊐
12月 3 日㊏ 10:00～11:00 名古屋駅交番付近

○学区のお年寄り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！！

上記日時はH28.8月末現在の予定です。変更する場合がありますので、本会までお尋ねください。

　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、本事業の財源には、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

尾国一座

楽笑座

any smile

本陣手話サークル

中村パソコン支援
ボランティア「ビット」
特定非営利活動法人
つばさ福祉会
名古屋中村
おもちゃ図書館
チーム！
なごやかなかむら

中村区ボランティア
連絡協議会

子どもと女性の
イスラームの会
名古屋音楽療法
研究所
ハッピーウォーキング
倶楽部

40,000円

50,000円

50,000円

50,000円

35,000円

50,000円

38,900円

30,000円

50,000円

50,000円

申請事業内容 助成
決定額

楽器の修繕や手品道具の
充実事業の実施
練習場所の確保及び小道具の
充実事業の実施
子育て世代の親子、若者、高齢者の世代間
交流事業の開催（世代間スマイルコラボvol．4）

本陣手話サークル地域福祉
事業の実施

パソコン学習講座の開催
サマースイーツ・スタジオ・
TSUBASAの開催
手づくりおもちゃの材料、
盲晴共遊玩具の充実事業
手芸レクリエーションを用いた
地域活性化事業の実施

中村鯱城会

うさぎの耳

GROUP CRAYON

中村区におけるボランティア活動
啓発及びスキルアップ事業の実施
中村区における福祉
ボランティア活動事業の実施
スキルアップ講習会
2回開催経費
海外移住によるアイデンティティ･
クライシスの乗り越え方講座の開催
高齢者施設への音楽デリバリー
サービス2016事業の開催
ノルディックウォーキング
多世代交流事業の実施
ボランティアコンサート
事業の開催

団体・グループ名 申請事業内容 助成
決定額

30,000円

50,000円

30,000円

50,000円

50,000円

illustration by シノノコ
© Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

コラボグッズ
（バッヂ）の
一例です。

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

　

中村児童館

子どもたちによる中村児童館 夏まつり

名楽福祉会館サロン参加者募集中
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 ）

※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！〜

　８月５日（金）に中村児童館で夏まつりを開催しました。
　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参加。
　チラシやポスターの作成から始まり、夏まつりの内容を実
行委員のみんなで話し合い、例年大人気のおばけ屋敷、ゲー
ムコーナー（紙コップ積み、さかなつり）、たませんと盛り
だくさんに決めました。８月に入ってから毎日、実行委員の
みんなは準備に一生懸命でした。

　夏まつり当日は、２５０名程の来館者！！実行委員や
当日お手伝いの子どもスタッフは自分の担当コーナーで
頑張り、まつりを盛り上げました。
　参加したみなさんからは、たくさんの『楽しかった』
の声。他にも『ゲームコーナーは小さな子も楽しめる
ように工夫してあってよかった』『恐くておばけ屋敷に
入れなかった。来年は入れるようになりたい』『おばけ
屋敷にもう１回入りたかった』等、感想をいただきました｡
　みんなが楽しい時間を過ごしました。

名楽福祉会館では、4月から2つのサロンを開催しています。
市内在住の60歳以上の方ならどなたでも参加していただけます。

１. 脳トレプリントサロン
　　四字熟語、計算、間違い探しなどを解きます。
　　毎回、８０名近くの方が悪戦苦闘（？）しながら楽しんで参加され
　ています。

　　日　時　毎月第１・第３月曜日　午前１０時３０分～１１時３０分
　　持ち物　筆記用具、消しゴム

２. 折り紙サロン
　　文字通り、折り紙で花や箱など色々な物を作っています。
　　折り紙は、指先を動かすことで脳を活性化させると言われています。
　　折り紙は自信が無いという方も、ボランティアさんや職員が丁寧に　
　お教えします。

　　日　時　毎月第２木曜日　午後１時３０分～２時３０分
　　持ち物　特に無し

 ご参加お待ちしています。ｍ(_ _)ｍ
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中村区認知症カフェの紹介中村区認知症カフェの紹介
地域のサロンへようこそ

中村区では、８箇所の認知症カフェを開催中！お気軽に参加ください。

お問い合わせ先
■中村区北部いきいき支援センター　　　TEL. ０５２－486-2133　FAX. 052-483-3410
　中村区北部いきいき支援センター分室　TEL. ０５２－412-3030　FAX. 052-412-3110
■中村区南部いきいき支援センター　　　TEL. ０５２－483-6866　FAX. 052-483-6867

サロン開催場所の募集

●認知症カフェとは●
認知症のご本人・ご家族、地域の方、専門職など、地域の誰もが気軽に集い、
楽しく過ごしながら仲間づくりや情報交換を行う場所です。

ふれあい・いきいきサロン事業

　地域のつながりが希薄化するなか、お友達作り、健康づくりを推進する場(サロン)が今後ますます必要
になってきます！
　お茶会やゲーム、レクリエーションを楽しみながら、健康づくりやお友達作りを進めていきましょう！
　サロンの開設・運営にご興味のある方は、お気軽に本会までご相談ください☆

「サロンを開設したいけど、場所がないので実現できない！」というご相談があります。そこで、空き
部屋をご提供いただける施設・団体・個人様を募集しています！皆さまのご協力をお待ちしています☆

■開催日時：年４回　土曜日
 午前10時00分～午前11時30分
■開催場所：市営荒輪井荘西集会所
■参加費：お一人　１回　２００円
　※西荒輪井荘にお住まいの方対象

■開催日時：毎月第1月曜日
 　　午前10時00分～午前11時30分
■開催場所：筧家住宅（登録有形文化財）
 　　(米野コミセンの場合あり)
■参加費：お一人　１回　１００円
　※米野学区在住の方対象

 

いきいき支援センター

サロン丸八

“ほっと”カフェ
　城西

スマイルカフェ

咲こまいカフェ

もくワク珈琲店

ひだまりカフェ

なごや脳若
　ステーション

ふらっとカフェ

13時～15時 100円

H28.9.1現在

14時～16時 100円
必要

必要

不要

14時～16時 100円 不要

14時～16時 100円 必要

９時～18時 飲み物代
150円 不要

14時～16時 ０円 不要

10時～12時 500円 必要

14時～16時 ０円 不要

名　称
月２回

（第1・3水曜日)

常設：月曜日～金曜日
イベント：第４木曜日

毎月第３土曜日

最終土曜日
（不定期）

毎週月曜日～
　土曜日

月1回

毎月第３土曜日

毎月第２土曜日

開　催　日 時　間
サロン丸八
（中村区二ッ橋町1丁目５‐２）
０５２‐４８３‐３３８０
偕行会城西病院
（中村区北畑町四丁目１番地）
052-485-3734
Q アップスタジオ中村
（中村区中島町3-44）
052-483-8022
グループホーム咲こまい
（中村区佐古前町1-26）
052-481-3501
デイサービスもくもくワクワク
（中村区鳥居通4‐16第２鳥居ビル１A）
052-485-9806
丸八グループホーム日吉
（中村区日ノ宮町１丁目６１‐１　２階）
052-485-3855
稲西ケアセンター
（中村区岩上町３５）
052-414-5450
S O M P O ケア　ラヴィーレ名古屋中村
（中村区黄金通6‐1）
052-453-6541

住　所 参加費 申し込み

 

 

「憩いの場」
　平成28年5月開設(稲西学区)

「米野ふれあいサロンなかよし」
　　平成28年5月開設(米野学区)

できることから始めよう！

サロン開設・運営をお考えの方へサロン開設・運営をお考えの方へ

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
※②については、高齢者のみ

月4回以上　定期的に
※②については、高齢者のみ

参 加 人 数 ①5名以上（小規模）　②大規模：25名以上(高齢者のみ)

助　成　額 ①月2,000円（小規模）　
②月10,000円(大規模)

①月4,000円（小規模）　
②月20,000円(大規模)

参 加 対 象 名古屋市内在住の高齢者、障がい者、子育て中の親子等、
地域住民の誰でも参加対象とすること

そ　の　他 助成の件数には限りがあります。なお、参加者名簿（運営費用申請時）等、
添付書類が必要になります。

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

実 施 場 所 コミュニティセンター、集会所、社務所、福祉施設など地域の身近な場所

申 請 時 期 半期ごとに受付（区社協）

 

申請の条件

運　営　助　成　金

 

（*太字部分Ｈ28.4～拡充）

無料認知症サポーター養成講座
　認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を支援することにより、誰もが安心して暮らせるコミュ
ニティをつくることを目的としています。中村区では、いきいき支援センターで毎月１回開催しています。受講料
は無料、出張相談もしますので、下記へお問い合わせください。
　いきいき支援センターでは、認知症の方の介護をされているご家族様へのサポート（家族支援事業）も行っ
ています。お気軽にご相談ください。

本会では、一定の要件を満たすサロン団体に助成金の支援を行っています！
今年度、整備助成金を拡充しましたので、ご興味のある方は本会までお問い合わせください！

今年度も、地域の人が気軽に集える場所「サロン」が続々と立ち上がっています！
運営方法・活動内容が異なった特徴的なサロンが沢山あります！その中で今回は、本会と中村区南部・
北部いきいき支援センターが連携して、開設・運営支援を行っているサロンを紹介します☆

今年度より、サロン団体へカラオケ機器セットの貸し出しを始めました！ぜひご活用ください☆



なかむら
福祉だより
なかむらなかむら
福祉だより福祉だより
編集・発行 社会福祉法人 名古屋市中村区社会福祉協議会

なかむら福祉だより Vol.838

この広報紙は賛助会費によって作成されたものです。 この冊子は古紙パルプを含む再生紙を使用しております。

今号の内容

　7月16日、なごや中村災害ボランティアネットワーク、同朋大学社会福祉学部平澤ゼミ
学生、中村区身体障害者福祉協会、名古屋国際センター、中村区役所、中村区社会福祉協
議会が協働で災害ボランティアセンター立上訓練を実施しました。
　今後も平常時において、様々な取り組みを行い、各団体同士のつながりを強めること
で、災害時に十分に力を発揮できるよう連携を強化していきたいと思います！

災害ボランティアは災害時だけでなく、平常時も防災・減災を啓発する取り組みを行っています！
ボランティアメンバーになれば自分と家族を守るための防災知識を学ぶ機会にもなります。
活動に興味のある方は、お問い合わせください！

なごや中村災害ボランティアネットワーク　メンバー募集なごや中村災害ボランティアネットワーク　メンバー募集

中村区災害ボランティアセンター立上訓練　実施しました！中村区災害ボランティアセンター立上訓練　実施しました！
～被災後、いち早い復興のために～～被災後、いち早い復興のために～

P.１……中村区災害ボランティアセンター立上訓練実施しました！
P.２……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 審査結果
P.３……地域のサロンへようこそ
 サロン開設・運営をお考えの方へ
P.４・５…次世代に紡ぐ、地域福祉の系譜

P.６……いきいき支援センター
 中村区認知症カフェの紹介
 認知症サポーター養成講座
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

一緒に活動
しませんか？

83Vol.Vol.

平成28年
10月発行
平成28年
10月発行

▲立上訓練参加メンバーの集合写真▲ボランティアニーズの聞きとり

▲活動オリエンテーション

▲ボラ活動探し（マッチング）

▲ボランティアの受付

中村区社会福祉協議会　TEL：052-486-2131問い合わせ先
社会福祉法人
名古屋市中村区社会福祉協議会

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/

N 至名古屋駅

至笹島

大門通
至
中
村
公
園

高
　畑

中村
日赤駅

中村
日赤病院

中村区在宅
サービスセンター

太閤公団
アパート

中村保健所南

中村社協ブログ更新中♪　社協の取組み、ぜひご覧ください！！
広告お待ちしております。

＜ 広　告 ＞

就労継続支援B型として平成２８年９月１日オープン

製菓学校の元講師がお菓子作りの
イロハとノウハウを伝授。

皆様が笑顔で過ごせますようにを目指します
所 在 地：中村区横井1-112（横前郵便局前）
電話番号：419-0660

㈱ ひまわりケアサービス
ソレイユ中村

ブログ更新中 http://nakamuraborako.blog.fc2.com
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今号の内容

　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)

　デイサービス恒例の納涼夏祭りを開催し、盆踊りやスイカ割り、射的や輪投げ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。地元の大学生や福祉ツアーの親子も参加もあり、賑や
かな時間を過ごすことができました。

★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

Vol.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★

中村区中村区デイサービスセンター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・・・

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
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

※助成の件数には限りがあります。

あたたかいご寄付をありがとうございました。
（平成28年2月4日～平成28年8月16日）

（順不同）

千成学区様、ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動 ピアゴ中村店様、豊田通商株式会社 名古屋本社様、
介護用品 ビックママ様、大野昭憲様、名古屋ヤクルト販売株式会社様、松平ハツ子様、松本幸重様、
中村区地域女性団体連絡協議会様、匿名５名様

陶芸作品

　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」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、書道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。

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

お花見

同朋大学体験ツアー 手作りおやつ

お問い合わせ先


