
いきいき支援センターからのお知らせ

認知症のことでお悩みの方へお知らせ

南区北部いきいき支援センター

TEL 811-9377  FAX 811-9387
明治、伝馬、豊田、道徳、呼続、大磯、桜、
菊住、春日野学区にお住まいの方

南区南部いきいき支援センター

TEL 819-5050  FAX 823-2688
笠寺、笠東、柴田、大生、宝、千鳥、白水、
宝南、星崎学区にお住まいの方

問い合わせ

受付時間：月～金　9：00～17：00
登録費用：無料
登録方法：登録希望者の親族、
 成年後見人等。もしくは
 利用している施設の職員
 等が登録できます。

受付時間：月・水・木・金 10：00～16：00（年末年始・祝日除く）
　　　　　　　　火 14：00～20：00

はいかい高齢者おかえり支援事業のご案内

おかえり支援サポーター同時受付中！おかえり支援サポーター同時受付中！

認知症コールセンターへご相談ください！

　１０月１日から名古屋市で開始する「はいかい高齢
者おかえり支援事業」は、認知症により徘徊のおそれ
がある方の情報を登録していただき、行方不明となっ
た場合に「おかえり支援サポーター」が捜索協力する
システムです。※P.7のマンガを参照してください。
　登録を希望する方は、お住まいの地域を担当するい
きいき支援センターにて受付いたします。詳しくはお
問い合わせください。

　はいかい高齢者おかえり支援事業において、徘徊し
た方の情報提供にご協力いただくボランティアを募集
しています。

「お父さんが最近物忘れが多くて心配」「お母さんが
病院で認知症と言われたけど、これからどうしたら
いいの？」認知症に関するいろんなお悩みに、介護
経験者や社会福祉士などの専門職が電話でお答えし
ます。ひとりで悩む前に、まずはお電話を！

TEL 763-1332

●賛助会費及び市社協等助成金による事業
　学区地域福祉推進協議会事業助成、ボランティア養成講座、
　在宅サービスセンター借入金の返還など
…………………………………………７１,９９５,８３３円

●在宅サービスセンター管理に
　かかる経費…………………………… ６,２１４,８７５円
●高齢者はつらつ長寿推進事業
………………………………………… ９,６２４,２３３円
●シルバーパワーを活用した
　地域力再生事業 ……………………………１,２１７,６８０円

●共同募金配分金事業
　さわやかウォーク、広報紙作成、
　ひとり暮らし高齢者のつどいなど
…………………………………… １２,４８７,９０１円

●寄付金による事業
　福祉教育推進事業助成、
　地域福祉基金への積立など
…………………………………… ２０,５４１,７００円

●デイサービスセンター
　ひまわりにかかる経費 ……… １１８,６９７,５０５

平成23年度 南区社会福祉協議会 会計報告

収入総額　279,244,886円

皆さんからいただいた共同募金は、地域で行う様々な事業に使われています。

ここバリ作品展2012

赤い羽根「ここバリ作品展2012」を開催します！

共同募金の使いみち

募金箱の設置にご協力いただける企業・商店を募集しております。

期間は１０月～１２月です。

南区共同募金委員会お問い
合わせは

平成23年度の協力店・公所等

ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。

※募金箱は職員がお届けし、回収します。

募集

（敬称略・順不同）

赤い羽根募金箱
　設置協力店募集！

日時：平成24年12月12日（水）～16日（日）　各日とも10時～16時

場所：南区役所講堂

内容：高齢者や障がいのある方の作品、赤い羽根協賛作品コンクール入賞作品などを展示します。

また、高齢者や障がいのある方の手作り品バザーも開催予定。

アピタ名古屋南店、ピアゴアラタマ店、バロー内田橋店、赤のれん内田橋店、湯ーとぴあ宝、笠寺観音商店
街振興組合、柴田商店街振興組合、道徳通商店街振興組合、区内郵便局（２１局）、南区役所、ニッコクトラ
スト南区役所食堂、南生涯学習センター、笠寺福祉会館、南警察署

〒457－0058　名古屋市南区前浜通3－10
　　　　　　　南区役所庁舎４階(南区社会福祉協議会内）
TEL：８２３－２０３５  FAX：８２３―２６８８

支出総額　240,779,727円

また、買うたびに募金できる「募金機能付き自動販売機」を設置して
くださる企業、商店、病院、施設も随時募集しております。お気軽にお問合せください。

認知症コールセンター

　共同募金運動行事の一環として、小中学生を対象とした作品コンクールが行われました。
優秀作品については、展示を行います。
　書道の部、ポスターの部とも、南区長賞、南区共同募金委員会会長賞は、１０月１日(月)から１０月
３１日(水)(午前９時～午後５時、土日祝除く）まで南区役所１階情報コーナーで展示開催しております。
　県共同募金会推薦分のうち入賞作品は、１０月１日(月)から１０月４日(木)(午前９時～午後５時
３０分、土日除く)まで県庁連絡地下通路で、１０月１７日(水)から１０月２１日(日)(午前１０時
～午後６時)までＮＨＫ名古屋放送センタービル１階で展示予定です。

児童生徒作品コンクール児童生徒作品コンクール赤 い 羽 根 協 賛  

プラスチック製と紙製があります。

登録手続きは、携帯メールで
「okaeri@sg-m.jp」へ
空メールを送信し、届いたメールから
ウェブへアクセスして行ってください。
（通信料がかかります）

※詳細は名古屋市担当課（TEL 972-2549）へ
　直接お問い合わせください。
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はいかい高齢者おかえり支援事業の「おかえり支援サポーター」を募集しています。

はいかい高齢者おかえり支援事業に登録しているご家族のある一日

第１回　ゆたかや（うどん・丼） ここバリすぽっとNo.049

～取材を終えて～（取材者：吉田彌千子さん）

ご主人の船橋明さん (76)

入口の張り紙▶

店主船橋さんの落ち着いた口調で一言一言かみしめるように話される話しぶりに
は、人と町を思いやる優しさがにじみ出ていて、心のバリアフリーを名実ともに
実践されている先達としてのお人柄が伺え、こちらまで、心和む雰囲気に包まれ
ました。どうもありがとうございました。

店の入口に「トイレ使ってください」の張り紙がありますが、
これを貼るようになったのはどうしてですか？Q
A

A
Q「ここバリすぽっと」としての想いを

お聞かせいただけますか？

＊共同募金は翌年の使いみちを事前に考えた上で、
　募金を募る仕組みです。
　よりよい地域づくりのために、区民の皆さまのあた
　たかいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

14,203,000円です。
 (歳末たすけあい募金を含む）

14,641,396円

ががはじまりますはじまります赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

平成24年度
南区の目標額は

実績額

②おとしよりのために

4,969,555円

⑥共同募金運動推進のために

802,000円

平成24年度の配分金の使いみち平成24年度の配分金の使いみち

①

③

④
⑤
⑥

⑦
19.0％

5.5％
2.8％

10.4％

14.1％

14.3％

10 月 28 日に開催する

『さわやかウォーク』に

も昨年集められた募金

が使われるヨ☆

③障がいのある
　方のために

2,048,000円

⑤歳末たすけあいに

　411,671円

①地域福祉推進のために

　2,095,360円

②
33.9％

⑦全県域の福祉推進のために

2,789,000円

④子どもたちの
　ために

  1,525,810円

お年寄りは外へ出ると、まずトイレの心配をするんで
すよ。20年前高山でその表示を見たとき、これはいい

と思ってね、数年前からやり出したんです。この町に安心
して来てもらいたいんですよ。そんなに頻繁ではないけ
ど、お役に立っているのではないかと思っています。

僕自身、16年前に脳内出血になって、余計にトイレのこ
とを心配するようになったんですよ。利尿剤を飲んでい

ることもあるし、自分がそうなって、改めてみなさんにも安
心感を持ってもらえればよいと思ってね。気持ちよく来て、
帰ってもらえるような町になったらなぁと思っています。

ここバリ通信ここバリ通信 ～“心のバリアフリーを広げる拠点”～
「ここバリすぽっと｣をご紹介します！
～“心のバリアフリーを広げる拠点”～
「ここバリすぽっと｣をご紹介します！

携帯・パソコンの

　ウェブで登録し
て、

　　　ボランティ
アしよう♪

そもそも
はいかい高齢者
おかえり支援事業

とは !?
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　「赤い羽根共同募金」は10月１日から12月31日まで全国一斉
に行われる募金運動です。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。
　共同募金は1947年（昭和22年）に始まった民間の募金（活
動）で、住民の皆さま方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。
　集められた募金は主に南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や愛知県内の社会福祉施設の整備等にも使われます。

　１１月１１日（日)「区民まつり」で一緒に募金を呼びか
けてくださる方を募集します。個人でもグループでの参加で
もＯＫです！
　南区の地域福祉のために大きな声を出してみませんか？

募金呼びかけ
ボランティアさん募集!

担当：勝見・玉丸までお問合せください。

西之門 60 (TEL : 811－2484）

取材をされている吉田さん取材をされている吉田さん

募集
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14.1％

14.3％

10 月 28 日に開催する

『さわやかウォーク』に

も昨年集められた募金

が使われるヨ☆

③障がいのある
　方のために

2,048,000円

⑤歳末たすけあいに

　411,671円

①地域福祉推進のために

　2,095,360円

②
33.9％

⑦全県域の福祉推進のために

2,789,000円

④子どもたちの
　ために

  1,525,810円

お年寄りは外へ出ると、まずトイレの心配をするんで
すよ。20年前高山でその表示を見たとき、これはいい

と思ってね、数年前からやり出したんです。この町に安心
して来てもらいたいんですよ。そんなに頻繁ではないけ
ど、お役に立っているのではないかと思っています。

僕自身、16年前に脳内出血になって、余計にトイレのこ
とを心配するようになったんですよ。利尿剤を飲んでい

ることもあるし、自分がそうなって、改めてみなさんにも安
心感を持ってもらえればよいと思ってね。気持ちよく来て、
帰ってもらえるような町になったらなぁと思っています。

ここバリ通信ここバリ通信 ～“心のバリアフリーを広げる拠点”～
「ここバリすぽっと｣をご紹介します！
～“心のバリアフリーを広げる拠点”～
「ここバリすぽっと｣をご紹介します！

携帯・パソコンの

　ウェブで登録し
て、

　　　ボランティ
アしよう♪

そもそも
はいかい高齢者
おかえり支援事業

とは !?
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　「赤い羽根共同募金」は10月１日から12月31日まで全国一斉
に行われる募金運動です。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。
　共同募金は1947年（昭和22年）に始まった民間の募金（活
動）で、住民の皆さま方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。
　集められた募金は主に南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や愛知県内の社会福祉施設の整備等にも使われます。

　１１月１１日（日)「区民まつり」で一緒に募金を呼びか
けてくださる方を募集します。個人でもグループでの参加で
もＯＫです！
　南区の地域福祉のために大きな声を出してみませんか？

募金呼びかけ
ボランティアさん募集!

担当：勝見・玉丸までお問合せください。

西之門 60 (TEL : 811－2484）

取材をされている吉田さん取材をされている吉田さん

募集


