
　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、射的や的当て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。地元の大学生やデイサービスご利用者様のご家
族、ケアマネージャーさん、多くのボランティアの方々などの参加もあり賑やかな時間が過ごせました。

中村区デイサービスセンター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・・・

あたたかいご寄付をありがとうございました。
（平成29年1月14日～平成29年8月16日)）

（順不同）

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、名古屋ヤクルト販売株式会社様、伊藤裕通様、
匿名1名様、岩月克夫様、中村区地域女性団体連絡協議会様

▲3B体操

　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

▲クリスマス会 ▲同朋大学体験ツアー

お問い合わせ先
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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
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中村社協ブログもあります♪ 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 ＞

■ホームページアドレス
http://nakamura-shakyo.or.jp/
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©L5/YWP・TX募金に協力して、
コラボグッズをゲット！！

○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別支援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

場　　所

10月 1 日(日) 午前10:00～11:00
午後 １:00～２:00 名古屋駅交番付近

10月14日(土)

10月15日(日)

10月28日(土)

11月 4 日(土)

11月 8 日(水)

12月 2 日（土)

12月 6 日（水)

午前10:00～11:30 名古屋駅交番付近

午前10:00～11:00 名古屋駅交番付近

午前10:00～午後15:00 中村公園
（区民まつり）

午前10:00～11:00 名古屋駅西
商店街付近

午後 ４:00～４:20 ピアゴ中村店

午前10:00～11:00 名古屋駅交番付近

午前10:00～11:00 名古屋駅交番付近

街頭募金実施予定日（8月末現在）

～ニッポンげんき応援 PROJECT～

赤い羽根 なかむら始まります！

～10月1日から12月31日まで～

障がい者就労継続支援B型事業所
有限会社マザーズ『テラシア』

メンバーさん大募集メンバーさん大募集
野菜の移動販売軽作業乾燥野菜の製造販売

地下鉄岩塚駅　徒歩5分

TEL 052-446-7303  FAX 052-446-7304
有限会社マザーズ障がい部門責任者　中村和史
中村区沖田町288-1

福祉サービス受給者証があれば年齢は問いません
気軽に見に来てください　お待ちしています

お問い合わせ時間 平日9：00～18：00
▲

SPコード
▲

SPコード
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中村児童館

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 ）

29年度地域福祉活動応援助成事業 審査結果

▲
SPコード

▲
SPコード

　７月 22 日（土）に『つくっちゃお！親子企画（そば打ち体験）』を開催しました。
　『つくっちゃお』は、子ども達が母の日や敬老の日など、季節行事に関連した工作やお菓子づく
りを楽しめるよう企画・実施しているものです。
　今回のそば打ち体験は、初めての親子企画でした。ふだんすることがないそば粉を混ぜる、の
ばす等一連の作業を親子で協力して行い、でき上がったそばはみんなで
おいしくいただきました！

•平成 29 年11月10日（金）
　　午後1：30～2：30

•平成 30 年1月19日（金）
　　午後1：30～2：30

中村区在宅サービスセンター研修室
（名楽町4-7-18 中村保健所等複合施設1階）

市内在住の60歳以上の方

無料

不要（開催日時に直接会場へお越しください）

　中村区内を拠点とする企業等にとってメリットのある「寄付つき商品・サービス」を、赤い羽根共
同募金と企業等が協力して企画・販売することで、企業の販売促進と社会貢献につながり、また顧客
が負担なく日常生活の中で、気軽に地元・中村区を良くする仕組みに参加できるという、３者の
WIN＆WIN＆WIN を目指した新たな取り組みです！！
　企業や職種は問いません。お気軽に、本会までお問合せください！

　名楽福祉会館の認知症予防リーダーが認知症予防に効果的なプログラム（体操、回想法
など）を行っています。ご興味のある方はお気軽にご参加ください。
　みなさんで楽しんで脳を活性化しましょう♪

　そば打ち体験は、年越し企画として 12 月にも実施します（12 月は子どもだけの参加企画です）。
　他にもバレンタインデー、ひな祭り企画の『つくっちゃお』も開催します。ぜひ、ご参加くだ
さい！！

団　体　名

名古屋中村
おもちゃ図書館

NPO法人
ブックサポートONE

助成事業内容

おもちゃ病院の開設

親子で楽しむ
「移動図書館」

　中村区内で地域福祉を推進する団体に対して助成を行う
みだしの事業について、次のとおり助成先等を決定いたし
ました。本事業の財源には赤い羽根共同募金が使われてい
ます。

【Aコース・新規事業への助成】2団体　合計140,000円

【Bコース・継続事業への助成】 12団体　合計360,000円 
尾国一座、楽笑座、本陣手話サークル、音楽GROUP CRAYON、中村鯱城会、中村区ボラ
ンティア連絡協議会、anysmile、チーム！なごやかなかむら、うさぎの耳、中村パソコン
支援ボランティア「ビット」、名古屋音楽療法研究所、ハッピーウォーキング倶楽部

▲ Aコース第2次審査会（公開プレゼン）

寄付つき商品を
一緒に作って
みませんか？

募金百貨店（なかむら羽根の駅）参加企業・店舗募集中！ 親子でそば打ち体験！！

脳きらり☆サロンのご紹介

日　時

場　所

対　象

費　用

申　込

※参加には福祉会館利用証が必要になります。

企業
　店舗等
知名度 UP・販売促進 商品・サービスの購入

購入者
（地域住民）

共同募金
　　委員会
中村区内の福祉事業へ配分

羽根の駅

購　入

商　品

区内の福祉事業へ

寄
付

Happy!

Happy!
Nakamura

～赤い羽根 なかむら～
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Happy!

Happy!
Nakamura

～赤い羽根 なかむら～いきいき支援センター
はじまる…中村区社会福祉協議会

認定コミュニティワーカー養成講座
中村区社会福祉協議会
認定コミュニティワーカー養成講座
　まちの活性化、福祉のまちづくり、災害対策・・・
地域コミュニティが担う役割はどんどん増えて
いきます。一方で、人口減少、少子高齢化、担
い手の不足が言われて幾十年。
　どれだけ心配事が増えても、どれだけ危機感
が高まっても、どれだけ大きな理想があったと
しても、誰かが何かを始めなければ、今も未来
もきっと変わらない…
　このまちを創っていくのは、今も昔もこれから
も、ここに住む人、ここで働く人、そしてここで
学ぶ人。
　これからの中村区のまちづくりを一緒に考え、
一緒に実践するための連続講座を実施します。
　地域福祉の専門家の他、様々な所で専門性
を生かしながら福祉のまちづくりを実践する
多彩なゲストを講師にお迎えし、初めての開催
となる中村区社協認定コミュニティワーカー
養成講座。ぜひ、共に学び、共に次の一歩を
始めてみませんか？

同朋大学准教授。中村区社会
福祉協議会第 2 次第 3 次
地域活動計画策定委員会副
委員長。大学での研究・次世
代育成の他、各地で地域福祉
のリーダー養成をはじめとす
る地域の人材育成事業にお
いて精力的に活躍中。   

日本福祉大学助教。
大学卒業後、 通所介
護・通所リハビリテー
ションの事業所に相
談員として勤務。その
後日本福祉大学へ赴
任し、主に社会福祉士
の実習教育に携わる。 

一般財団法人愛知総合 
HEAR センター理事長、金
城学院大学人間科学部心
理学科講師、名古屋市教育
委員 会高校のスクールカウ
ンセラー。カ ウンセリング
と学習支援を組合わせた独
自の復学支援事業を実践。 

にいみ保健師保育
士事務所代表、日 
本福祉大学非常勤
講師。半田市乙川
地区で地域診断に
基づく寺子屋と子
ども食堂を通した
まちづくりを展開。 

NPO 法人ボランタリー
ネーバーズ 理事、NPO 
法人会計基準協議会
専 門 委 員。内 閣 府 
NPO 法人の会計の 明
確化に関する研究会、
その他、助成金等の審
査員・運営委員を歴任。 

対　　象：地域でのまちづくり、地域福祉、共生社会に関心のある方
受 講 料：500 円（中村区に在住・在学・在勤の方）/それ以外の方、1,000 円　※共に資料代・保険代込み
　　　　　★定員に満たない場合の個別受講可　各回 200円
会　　場：中村区在宅サービスセンター研修室他
　　　　　（名古屋市中村区名楽町 4-7-18　中村保健所等複合施設 1階）
申込締切：平成 29年 10月 10日（火）
　　　　　※定員に満たない場合は以降も随時受付します。

第１回　10月20日 ( 金 ) 第 2回　10月26日 (木 )

第 4回　11月17日 ( 金 ) 第7回　12月14日 (木 ) 第 8回　1月11日 (木 )

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

　認知症のご本人・ご家族、地域の方や専門職など、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「認知症カフェ」を開催しています。お気軽にご参加ください。
※開催日時が異なります。詳しくは、各認知症カフェにお問い合せください。

ご存知ですか？
認知症カフェ

お声かけ講座～認知症ってなんだろう？～
　認知症の方に出会ったら、あなたならど
のように声をかけますか？
　認知症についての基礎知識、声かけのポ
イントを、「めいらく寸劇グループ」による寸
劇などで、わかりやすくお伝えします。

おかえりサポーター模擬訓練 in 同朋大学大学祭 を開催します！

　コードを読み取り、アク
セスしたページから空メー
ルを送信するか、メールア
ドレスに空メールを送信し
てください。

申込不要・参加自由
お声かけをし、アンケー
トにご協力いただいた
方に記念品を用意して
おります。

おかえりサポーター模擬訓練って？
　認知症のひとり歩き（徘徊）の方
の事故を防止するため、地域のみな
さんの協力を得て、早期に発見する
取り組み（＝はいかい高齢者おかえ
り支援事業）を体験します。

～ゲスト講師紹介～
多方面で 大 活躍
～ゲスト講師紹介～
多方面で 大 活躍

【コード】【アドレス】okaeri@sg-m.jp　

新美晃代氏 ( 保健師・看護師、保育士 ) 小瀬木尚美氏 ( 臨床心理士、学校心理士 ) 中尾さゆり氏 (税理士、評価士、準認定ファンドレイザー) 

牧村順一氏 ( 社会福祉士 ) 伊藤正明氏 ( 社会福祉士・介護支援専門員 ) 

学ぼう！ 日　程 テーマ・内容 講　師　等

① 10月20日(金)
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先着１５０名

▲
SPコード

▲
SPコード
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　昨年８月から八社学区民生委員児童委員協議会と児童館の子ども会
ボランティアが協働で始めた八社こども食堂が１周年を迎えました。乳
幼児～8０代までが参加する多世代交流事業は、今年６月「ちいきの食
卓わいわい食堂」と名前を変えて年齢も学区の枠も越えて多くの人たち
の関わる取り組みになっています。
　「ちいきの食卓」の取組みは他の学区にも広がり、７月23日に牧野学
区でも行われ５９人の老若男女が食卓を囲みました。ちいきの食卓で
は、中高生や大学生が中心となり、会場準備・調理・配膳を子どもが大
人と一緒に行っています。
※会場はいずれも学区コミュニティセンター。参加費はこども無料、
　大人500円以上の協力金。

　柳小学校では、１学期に高齢者の理解を深めるための疑似体験
を実施しました。疑似体験セットを装着した児童からは、「身体が
おも～い」、「見えづらいし聞こえづらい」と感想が出ました。そ
の後、箸を使ったり文字の読み書きや落とし物拾いなどの生活の
一コマを体験すると、買い物や洗濯をするときは大変だと高齢者
の普段のくらしを想像して意見を交換していました。

　黄金中学校では、防災の視点を取り入れた福祉
講話とグループワークを実施しました。まず、福祉
学習サポーターから地域の実情とサロンの取り組
みを聞き、自分の住む地域を理解しました。その後、
クロスロードという YES  NO カードを使用したグ
ループワークを実践しました。「もしも災害が起こっ
た時、あなたならどうする？」の問いに、一人ひとり
が真剣に考えて意見を出していました。２学期は、
今回の学びをさらに深めるための防災ワークショッ
プを実施する予定です。

子ども食堂整備助成金のご案内子ども食堂整備助成金のご案内

　ふくしの“め”を育むキッカケとなる「福祉教育」♪ 中村区では、「自分のしあわせ」だけでなく「みんなのしあわ
せ」を考え、『ふだんの くらしの しあわせ』に気づくプログラムを実施しています。
　今年度も小中学校や地域からの依頼を受けて福祉学習サポーターとともに、さまざまな体験学習や交流のプロ
グラムに取り組んでいます。今回はそんな一コマを紹介します！

　今回は学校での取り組みを紹介しましたが、地域や企業のみなさんを対象としたプログラ
ムも実施しています。日頃見過ごしてしまいがちな普段のくらしの問題に“目”を向け、やさし
い心の“芽”を育み、自分にできる事に気づき、身につけることができる「福祉教育」。まだ取り
組んだことがない学校や地域、企業のみなさん！ ぜひ一度、リアリティのある体験・交流を
実践してみませんか？

ふくしの“め”ふくしの“め”

小学校 DE 高齢者疑似体験小学校 DE 高齢者疑似体験

育もう！広がれ！なかむらの育もう！広がれ！なかむらの

中学校 DE 福祉防災講話中学校 DE 福祉防災講話

今年も取り組んでいます！「福祉教育」今年も取り組んでいます！「福祉教育」

　子どもの孤食を防止し、子どもが食事のできる機会を提供することを通じて、
一人でも安心して来られる居場所作りを行う「子ども食堂」に対する助成です。
会場費等にご活用ください。飲食にかかる経費は対象外です。

10月 8日（日）午後5時～8時
12月17日（日）午後5時～8時
 2 月18日（日）午後5時～8時

冬休み期間に実施予定

★整備助成金の主な要件★★整備助成金の主な要件★

　２学期は、地域の高齢者や福祉学習サポーターを学校に招いて
一緒に給食を食べながらお話しをする「ふれあいの会」を開催し、
交流を深めました。柳小学校では今後も高齢者との交流を続けて
いく予定になっています。

「こども食堂」から「ちいきの食卓」へ！

開 設 助 成 金 運 営 助 成 金

内　容 　開設に際し、必要な物品購入経費に
対する助成

運営の実績に対する助成
（飲食にかかる経費は対象外）

取 り 組 み 主に子どもを対象とした無料又は低額で食事を提供する取り組み

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

実 施 回 数 月 1回以上、
定期的に

月 2回以上、
定期的に

月 4回以上、
定期的に

助　成　額 50,000 円 月 2,000 円 月 4,000 円

参 加 人 数 子どもが 5人以上

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 随時受付（区社協） 半期ごとに受付（区社協）

そ の 他 　助成の件数には限りがあります。なお、領収書（開設費用報告時）、
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。

▲床に落ちたカード拾い「つかみづらい！」

▲箸で豆つかみに挑戦！思うように動かない…

▲10代～70代。共同作業で楽しく準備（八社）

▲多世代で弾む会話（八社） ▲地元中学生も活躍します（牧野）

今後の開催予定

八　社
わいわい食堂

牧　野
ちいきの食卓

▲YESかNOを決断して、一斉にカードを挙げます！

芽芽
目目

愛愛

▲
SPコード

▲
SPコード
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いきいき支援センター
はじまる…中村区社会福祉協議会

認定コミュニティワーカー養成講座
中村区社会福祉協議会
認定コミュニティワーカー養成講座
　まちの活性化、福祉のまちづくり、災害対策・・・
地域コミュニティが担う役割はどんどん増えて
いきます。一方で、人口減少、少子高齢化、担
い手の不足が言われて幾十年。
　どれだけ心配事が増えても、どれだけ危機感
が高まっても、どれだけ大きな理想があったと
しても、誰かが何かを始めなければ、今も未来
もきっと変わらない…
　このまちを創っていくのは、今も昔もこれから
も、ここに住む人、ここで働く人、そしてここで
学ぶ人。
　これからの中村区のまちづくりを一緒に考え、
一緒に実践するための連続講座を実施します。
　地域福祉の専門家の他、様々な所で専門性
を生かしながら福祉のまちづくりを実践する
多彩なゲストを講師にお迎えし、初めての開催
となる中村区社協認定コミュニティワーカー
養成講座。ぜひ、共に学び、共に次の一歩を
始めてみませんか？

同朋大学准教授。中村区社会
福祉協議会第 2 次第 3 次
地域活動計画策定委員会副
委員長。大学での研究・次世
代育成の他、各地で地域福祉
のリーダー養成をはじめとす
る地域の人材育成事業にお
いて精力的に活躍中。   

日本福祉大学助教。
大学卒業後、 通所介
護・通所リハビリテー
ションの事業所に相
談員として勤務。その
後日本福祉大学へ赴
任し、主に社会福祉士
の実習教育に携わる。 

一般財団法人愛知総合 
HEAR センター理事長、金
城学院大学人間科学部心
理学科講師、名古屋市教育
委員 会高校のスクールカウ
ンセラー。カ ウンセリング
と学習支援を組合わせた独
自の復学支援事業を実践。 

にいみ保健師保育
士事務所代表、日 
本福祉大学非常勤
講師。半田市乙川
地区で地域診断に
基づく寺子屋と子
ども食堂を通した
まちづくりを展開。 

NPO 法人ボランタリー
ネーバーズ 理事、NPO 
法人会計基準協議会
専 門 委 員。内 閣 府 
NPO 法人の会計の 明
確化に関する研究会、
その他、助成金等の審
査員・運営委員を歴任。 

対　　象：地域でのまちづくり、地域福祉、共生社会に関心のある方
受 講 料：500 円（中村区に在住・在学・在勤の方）/それ以外の方、1,000 円　※共に資料代・保険代込み
　　　　　★定員に満たない場合の個別受講可　各回 200円
会　　場：中村区在宅サービスセンター研修室他
　　　　　（名古屋市中村区名楽町 4-7-18　中村保健所等複合施設 1階）
申込締切：平成 29年 10月 10日（火）
　　　　　※定員に満たない場合は以降も随時受付します。

第１回　10月20日 ( 金 ) 第 2回　10月26日 (木 )

第 4回　11月17日 ( 金 ) 第7回　12月14日 (木 ) 第 8回　1月11日 (木 )

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

　認知症のご本人・ご家族、地域の方や専門職など、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「認知症カフェ」を開催しています。お気軽にご参加ください。
※開催日時が異なります。詳しくは、各認知症カフェにお問い合せください。

ご存知ですか？
認知症カフェ

お声かけ講座～認知症ってなんだろう？～
　認知症の方に出会ったら、あなたならど
のように声をかけますか？
　認知症についての基礎知識、声かけのポ
イントを、「めいらく寸劇グループ」による寸
劇などで、わかりやすくお伝えします。

おかえりサポーター模擬訓練 in 同朋大学大学祭 を開催します！

　コードを読み取り、アク
セスしたページから空メー
ルを送信するか、メールア
ドレスに空メールを送信し
てください。

申込不要・参加自由
お声かけをし、アンケー
トにご協力いただいた
方に記念品を用意して
おります。

おかえりサポーター模擬訓練って？
　認知症のひとり歩き（徘徊）の方
の事故を防止するため、地域のみな
さんの協力を得て、早期に発見する
取り組み（＝はいかい高齢者おかえ
り支援事業）を体験します。

～ゲスト講師紹介～
多方面で 大 活躍
～ゲスト講師紹介～
多方面で 大 活躍

【コード】【アドレス】okaeri@sg-m.jp　

新美晃代氏 ( 保健師・看護師、保育士 ) 小瀬木尚美氏 ( 臨床心理士、学校心理士 ) 中尾さゆり氏 (税理士、評価士、準認定ファンドレイザー) 

牧村順一氏 ( 社会福祉士 ) 伊藤正明氏 ( 社会福祉士・介護支援専門員 ) 

学ぼう！ 日　程 テーマ・内容 講　師　等

① 10月20日(金)
午前10:00～12:00 楽しく学ぶ、ふくしのまちづくり 

同朋大学
准教授　牧村順一氏

② 10月26日(木)
午前10:00～12:00

サロンって何の役に立つの？
※サロン現場見学の個別調整できます！

日本福祉大学
助教　伊藤正明氏

③ 11月 9 日(木)
午前10:00～12:00

支えあいのまちづくり
※支えあい事業現場見学の個別調整
　できます！

中村区社会福祉協議会
事務局次長　高木剛

④ 11月17日(金)
午前10:00～12:00 これからの次世代育成！

にいみ保健師保育士事務所
代表　新美晃代氏

⑤ 11月30日(木)
午前10:00～12:00 楽しむ！福祉教育

中村区社会福祉協議会
主事　白井華菜子

⑥ 12月 8 日(金)
午前10:00～12:00

マルチに活躍する
ボランティア！

中村区社会福祉協議会
主事　田中和快

⑦ 12月14日(木)
午前10:00～12:00

やる気の不思議
「モチベーションマネジメント」
き・ほ・ん　の「き」

愛知総合HEARセンター
理事長　小瀬木尚美氏

⑧  1 月11日(木)
午前10:00～12:00

超簡単！グループの事業計画と
会計　　き・ほ・ん　の「き」

ボランタリーネーバーズ
理事　中尾さゆり氏

⑨  1 月19日(金)
午前10:00～12:00

かんたん！チラシづくり　
き・ほ・ん　の「き」

名楽福祉会館
主事　廣田華苗

⑩  1 月25日(木)
午前10:00～12:00

住民と社協「協働の福祉のまち
づくり」(仮)

中村区社会福祉協議会
事務局長　伊藤秀司

▲声かけのポイントを寸劇でわかりやすく

おかえりサポーター模擬訓練
　「認知症（役）の方が大学祭会場内で行
方不明になった」という想定で、訓練を行い
ます。見かけたらお声かけをお願いします。

体験しよう！

　徘徊のおそれがある方が行方不明と
なったときに、家族等からの依頼により、
行方不明となった方の身体的特徴や服装
等の情報が、メールで届きます。
　みなさんのできる範囲で、捜索のため
の情報提供にご協力をお願いします。

続けよう！おかえり支援サポーターになりませんか？

去年の訓練の様子▶

11月５日（日）

登録はこちらから→

名　称 開　催　場　所 問　合　先
サロン丸八
“ほっと”カフェじょうさい（偕行会 城西病院）

中村区二ッ橋町1丁目5－2 052-481-1917
中村区北畑町四丁目1番地 052-485-3734

スマイルカフェ（Qアップスタジオ中村） 中村区中島町3-44 052-483-8022
咲こまいカフェ（グループホーム咲こまい） 中村区佐古前町1-26 052-481-3501
もくワク珈琲店（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
ひだまりカフェ（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
ふらっとカフェ（SOMPOケアラヴィーレ名古屋中村） 中村区黄金通6－1 052-453-6541
グリーンハートカフェ（ハーデン中村） 中村区長筬町7丁目41番地 052-485-7227

先着１５０名

▲
SPコード

▲
SPコード

なかむら福祉だより Vol.856 3なかむら福祉だより Vol.85        



いきいき支援センター
はじまる…中村区社会福祉協議会

認定コミュニティワーカー養成講座
中村区社会福祉協議会
認定コミュニティワーカー養成講座
　まちの活性化、福祉のまちづくり、災害対策・・・
地域コミュニティが担う役割はどんどん増えて
いきます。一方で、人口減少、少子高齢化、担
い手の不足が言われて幾十年。
　どれだけ心配事が増えても、どれだけ危機感
が高まっても、どれだけ大きな理想があったと
しても、誰かが何かを始めなければ、今も未来
もきっと変わらない…
　このまちを創っていくのは、今も昔もこれから
も、ここに住む人、ここで働く人、そしてここで
学ぶ人。
　これからの中村区のまちづくりを一緒に考え、
一緒に実践するための連続講座を実施します。
　地域福祉の専門家の他、様々な所で専門性
を生かしながら福祉のまちづくりを実践する
多彩なゲストを講師にお迎えし、初めての開催
となる中村区社協認定コミュニティワーカー
養成講座。ぜひ、共に学び、共に次の一歩を
始めてみませんか？

同朋大学准教授。中村区社会
福祉協議会第 2 次第 3 次
地域活動計画策定委員会副
委員長。大学での研究・次世
代育成の他、各地で地域福祉
のリーダー養成をはじめとす
る地域の人材育成事業にお
いて精力的に活躍中。   

日本福祉大学助教。
大学卒業後、 通所介
護・通所リハビリテー
ションの事業所に相
談員として勤務。その
後日本福祉大学へ赴
任し、主に社会福祉士
の実習教育に携わる。 

一般財団法人愛知総合 
HEAR センター理事長、金
城学院大学人間科学部心
理学科講師、名古屋市教育
委員 会高校のスクールカウ
ンセラー。カ ウンセリング
と学習支援を組合わせた独
自の復学支援事業を実践。 

にいみ保健師保育
士事務所代表、日 
本福祉大学非常勤
講師。半田市乙川
地区で地域診断に
基づく寺子屋と子
ども食堂を通した
まちづくりを展開。 

NPO 法人ボランタリー
ネーバーズ 理事、NPO 
法人会計基準協議会
専 門 委 員。内 閣 府 
NPO 法人の会計の 明
確化に関する研究会、
その他、助成金等の審
査員・運営委員を歴任。 

対　　象：地域でのまちづくり、地域福祉、共生社会に関心のある方
受 講 料：500 円（中村区に在住・在学・在勤の方）/それ以外の方、1,000 円　※共に資料代・保険代込み
　　　　　★定員に満たない場合の個別受講可　各回 200円
会　　場：中村区在宅サービスセンター研修室他
　　　　　（名古屋市中村区名楽町 4-7-18　中村保健所等複合施設 1階）
申込締切：平成 29年 10月 10日（火）
　　　　　※定員に満たない場合は以降も随時受付します。

第１回　10月20日 ( 金 ) 第 2回　10月26日 (木 )

第 4回　11月17日 ( 金 ) 第7回　12月14日 (木 ) 第 8回　1月11日 (木 )

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

　認知症のご本人・ご家族、地域の方や専門職など、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「認知症カフェ」を開催しています。お気軽にご参加ください。
※開催日時が異なります。詳しくは、各認知症カフェにお問い合せください。

ご存知ですか？
認知症カフェ

お声かけ講座～認知症ってなんだろう？～
　認知症の方に出会ったら、あなたならど
のように声をかけますか？
　認知症についての基礎知識、声かけのポ
イントを、「めいらく寸劇グループ」による寸
劇などで、わかりやすくお伝えします。

おかえりサポーター模擬訓練 in 同朋大学大学祭 を開催します！

　コードを読み取り、アク
セスしたページから空メー
ルを送信するか、メールア
ドレスに空メールを送信し
てください。

申込不要・参加自由
お声かけをし、アンケー
トにご協力いただいた
方に記念品を用意して
おります。

おかえりサポーター模擬訓練って？
　認知症のひとり歩き（徘徊）の方
の事故を防止するため、地域のみな
さんの協力を得て、早期に発見する
取り組み（＝はいかい高齢者おかえ
り支援事業）を体験します。

～ゲスト講師紹介～
多方面で 大 活躍
～ゲスト講師紹介～
多方面で 大 活躍

【コード】【アドレス】okaeri@sg-m.jp　

新美晃代氏 ( 保健師・看護師、保育士 ) 小瀬木尚美氏 ( 臨床心理士、学校心理士 ) 中尾さゆり氏 (税理士、評価士、準認定ファンドレイザー) 

牧村順一氏 ( 社会福祉士 ) 伊藤正明氏 ( 社会福祉士・介護支援専門員 ) 

学ぼう！ 日　程 テーマ・内容 講　師　等

① 10月20日(金)
午前10:00～12:00 楽しく学ぶ、ふくしのまちづくり 

同朋大学
准教授　牧村順一氏

② 10月26日(木)
午前10:00～12:00

サロンって何の役に立つの？
※サロン現場見学の個別調整できます！

日本福祉大学
助教　伊藤正明氏

③ 11月 9 日(木)
午前10:00～12:00

支えあいのまちづくり
※支えあい事業現場見学の個別調整
　できます！

中村区社会福祉協議会
事務局次長　高木剛

④ 11月17日(金)
午前10:00～12:00 これからの次世代育成！

にいみ保健師保育士事務所
代表　新美晃代氏

⑤ 11月30日(木)
午前10:00～12:00 楽しむ！福祉教育

中村区社会福祉協議会
主事　白井華菜子

⑥ 12月 8 日(金)
午前10:00～12:00

マルチに活躍する
ボランティア！

中村区社会福祉協議会
主事　田中和快

⑦ 12月14日(木)
午前10:00～12:00

やる気の不思議
「モチベーションマネジメント」
き・ほ・ん　の「き」

愛知総合HEARセンター
理事長　小瀬木尚美氏

⑧  1 月11日(木)
午前10:00～12:00

超簡単！グループの事業計画と
会計　　き・ほ・ん　の「き」

ボランタリーネーバーズ
理事　中尾さゆり氏

⑨  1 月19日(金)
午前10:00～12:00

かんたん！チラシづくり　
き・ほ・ん　の「き」

名楽福祉会館
主事　廣田華苗

⑩  1 月25日(木)
午前10:00～12:00

住民と社協「協働の福祉のまち
づくり」(仮)

中村区社会福祉協議会
事務局長　伊藤秀司

▲声かけのポイントを寸劇でわかりやすく

おかえりサポーター模擬訓練
　「認知症（役）の方が大学祭会場内で行
方不明になった」という想定で、訓練を行い
ます。見かけたらお声かけをお願いします。

体験しよう！

　徘徊のおそれがある方が行方不明と
なったときに、家族等からの依頼により、
行方不明となった方の身体的特徴や服装
等の情報が、メールで届きます。
　みなさんのできる範囲で、捜索のため
の情報提供にご協力をお願いします。

続けよう！おかえり支援サポーターになりませんか？

去年の訓練の様子▶

11月５日（日）

登録はこちらから→

名　称 開　催　場　所 問　合　先
サロン丸八
“ほっと”カフェじょうさい（偕行会 城西病院）

中村区二ッ橋町1丁目5－2 052-481-1917
中村区北畑町四丁目1番地 052-485-3734

スマイルカフェ（Qアップスタジオ中村） 中村区中島町3-44 052-483-8022
咲こまいカフェ（グループホーム咲こまい） 中村区佐古前町1-26 052-481-3501
もくワク珈琲店（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
ひだまりカフェ（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
ふらっとカフェ（SOMPOケアラヴィーレ名古屋中村） 中村区黄金通6－1 052-453-6541
グリーンハートカフェ（ハーデン中村） 中村区長筬町7丁目41番地 052-485-7227

先着１５０名

▲
SPコード

▲
SPコード

なかむら福祉だより Vol.856 3なかむら福祉だより Vol.85        なかむら福祉だより Vol.852 7なかむら福祉だより Vol.85

　

中村児童館

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 ）

29年度地域福祉活動応援助成事業 審査結果

▲
SPコード

▲
SPコード

　７月 22 日（土）に『つくっちゃお！親子企画（そば打ち体験）』を開催しました。
　『つくっちゃお』は、子ども達が母の日や敬老の日など、季節行事に関連した工作やお菓子づく
りを楽しめるよう企画・実施しているものです。
　今回のそば打ち体験は、初めての親子企画でした。ふだんすることがないそば粉を混ぜる、の
ばす等一連の作業を親子で協力して行い、でき上がったそばはみんなで
おいしくいただきました！

•平成 29 年11月10日（金）
　　午後1：30～2：30

•平成 30 年1月19日（金）
　　午後1：30～2：30

中村区在宅サービスセンター研修室
（名楽町4-7-18 中村保健所等複合施設1階）

市内在住の60歳以上の方

無料

不要（開催日時に直接会場へお越しください）

　中村区内を拠点とする企業等にとってメリットのある「寄付つき商品・サービス」を、赤い羽根共
同募金と企業等が協力して企画・販売することで、企業の販売促進と社会貢献につながり、また顧客
が負担なく日常生活の中で、気軽に地元・中村区を良くする仕組みに参加できるという、３者の
WIN＆WIN＆WIN を目指した新たな取り組みです！！
　企業や職種は問いません。お気軽に、本会までお問合せください！

　名楽福祉会館の認知症予防リーダーが認知症予防に効果的なプログラム（体操、回想法
など）を行っています。ご興味のある方はお気軽にご参加ください。
　みなさんで楽しんで脳を活性化しましょう♪

　そば打ち体験は、年越し企画として 12 月にも実施します（12 月は子どもだけの参加企画です）。
　他にもバレンタインデー、ひな祭り企画の『つくっちゃお』も開催します。ぜひ、ご参加くだ
さい！！

団　体　名

名古屋中村
おもちゃ図書館

NPO法人
ブックサポートONE

助成事業内容

おもちゃ病院の開設

親子で楽しむ
「移動図書館」

　中村区内で地域福祉を推進する団体に対して助成を行う
みだしの事業について、次のとおり助成先等を決定いたし
ました。本事業の財源には赤い羽根共同募金が使われてい
ます。

【Aコース・新規事業への助成】2団体　合計140,000円

【Bコース・継続事業への助成】 12団体　合計360,000円 
尾国一座、楽笑座、本陣手話サークル、音楽GROUP CRAYON、中村鯱城会、中村区ボラ
ンティア連絡協議会、anysmile、チーム！なごやかなかむら、うさぎの耳、中村パソコン
支援ボランティア「ビット」、名古屋音楽療法研究所、ハッピーウォーキング倶楽部

▲ Aコース第2次審査会（公開プレゼン）

寄付つき商品を
一緒に作って
みませんか？

募金百貨店（なかむら羽根の駅）参加企業・店舗募集中！ 親子でそば打ち体験！！

脳きらり☆サロンのご紹介

日　時

場　所

対　象

費　用

申　込

※参加には福祉会館利用証が必要になります。

企業
　店舗等
知名度 UP・販売促進 商品・サービスの購入

購入者
（地域住民）

共同募金
　　委員会
中村区内の福祉事業へ配分

羽根の駅

購　入

商　品

区内の福祉事業へ

寄
付

Happy!

Happy!
Nakamura

～赤い羽根 なかむら～



　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、射的や的当て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。地元の大学生やデイサービスご利用者様のご家
族、ケアマネージャーさん、多くのボランティアの方々などの参加もあり賑やかな時間が過ごせました。

中村区デイサービスセンター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・・・

あたたかいご寄付をありがとうございました。
（平成29年1月14日～平成29年8月16日)）

（順不同）

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、名古屋ヤクルト販売株式会社様、伊藤裕通様、
匿名1名様、岩月克夫様、中村区地域女性団体連絡協議会様

▲3B体操

　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

▲クリスマス会 ▲同朋大学体験ツアー

お問い合わせ先

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.858

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。

85Vol.Vol.
平成29年
10月発行
平成29年
10月発行

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

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

中村社協ブログもあります♪ 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 ＞

■ホームページアドレス
http://nakamura-shakyo.or.jp/
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©L5/YWP・TX募金に協力して、
コラボグッズをゲット！！

○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別支援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

場　　所

10月 1 日(日) 午前10:00～11:00
午後 １:00～２:00 名古屋駅交番付近

10月14日(土)

10月15日(日)

10月28日(土)

11月 4 日(土)

11月 8 日(水)

12月 2 日（土)

12月 6 日（水)

午前10:00～11:30 名古屋駅交番付近

午前10:00～11:00 名古屋駅交番付近

午前10:00～午後15:00 中村公園
（区民まつり）

午前10:00～11:00 名古屋駅西
商店街付近

午後 ４:00～４:20 ピアゴ中村店

午前10:00～11:00 名古屋駅交番付近

午前10:00～11:00 名古屋駅交番付近

街頭募金実施予定日（8月末現在）

～ニッポンげんき応援 PROJECT～

赤い羽根 なかむら始まります！

～10月1日から12月31日まで～

障がい者就労継続支援B型事業所
有限会社マザーズ『テラシア』

メンバーさん大募集メンバーさん大募集
野菜の移動販売軽作業乾燥野菜の製造販売

地下鉄岩塚駅　徒歩5分

TEL 052-446-7303  FAX 052-446-7304
有限会社マザーズ障がい部門責任者　中村和史
中村区沖田町288-1

福祉サービス受給者証があれば年齢は問いません
気軽に見に来てください　お待ちしています

お問い合わせ時間 平日9：00～18：00
▲

SPコード
▲

SPコード


