
はつらつクラブとは、健康体操やレクリエーションを楽しみながら介護予防や仲間作りをすすめ
ている名古屋市から委託されて行われている事業です。

はつらつクラブはつらつクラブ

地域のたまり場（ふれあい･いきいきサロン）が続々誕生！

「統合失調症」ってなぁに？ ～「こころの健康出前講座」から～
①突然ですが、このよう
な症状が続いている
方はいませんか？

②統合失調症の症状には、妄想
や幻聴、幻覚といった「陽性症
状」と集中力がなくなるとか、
落ち込むなどの「陰性症状」と
があります。

③実は「およそ100人
に1人」の割合で「10
代後半～20代」で発
症することの多い、わ
りとありふれた病気
なのだそうです。

⑤大事なのは、「早期発見」「早期
治療」。最近のクリニックはとて
もきれいで、入りやすい工夫がさ
れています。
　悩んでいる方がいましたら、まず
はご相談を。

④「統合失調症」と診断された場
合は、クリニックに通い薬を飲
み続けながら、症状をコント
ロールしていくことが大事に
なってきます。同じ悩みを抱え
る仲間や家族が集まる場もあり
ます。

★このイラストは、大同大学漫画
研究部の学生さんによるもので
す。

★統合失調症を中心に、心の病気
について学ぶ「こころの健康出
前講座」を開催しています。出
張依頼は社会福祉協議会まで。

共生型サロン
「笑顔のたまり場　ひだまり」

(砂口町・個人宅）
毎月第３木曜日　10:00～12:00

子育てサロン
「柴田フレンズ」
（つどいの館和光）

原則第３火曜日　9:30～11:30

共生型サロン
「遊遊娯楽部　一会の家」

(堤町・個人宅）
不定期

どのサロンでも、ご近所どうしの楽しい交流が生まれています。
自宅や空き店舗などを利用して、はじめてみませんか？

　今年度、南区内で子育てサロン５か所、高齢者サロン２か所、共生型
サロン２か所がオープンしました！
　サロンとは、身近な場所で気軽に集まり、仲間づくりやおしゃべりを
楽しむ場のこと。
　社会福祉協議会では、開設の相談、運営費の助成、研修会や交流会の
開催などを行っています。

TEL（052)823－2035　FAX（052)823－2688

NEW

男性参加者大募集♡
夫婦で参加してみませんか？

新しい出会いの場
仲間作りしませんか？

参加者と同時に、参加者さんの話し相手をしたり、レクリエーションなどの運営をお手伝いして下さる
ボランティアさんも募集しております。特技を活かしてくださる方も大歓迎です！！

参加対象：市内在住の65歳以上の方
参加期間：4月～9月
日時･場所：南区内８会場・それぞれ週1回
参加人数：1会場あたり22人（申込多数は抽選）
参 加 費：無料（材料費一部負担あり）
申込期間：２月28日(木）まで

月 火 水 木
善常会
リハビリテーション病院

午前
（10時~12時） 地蔵寺（星崎） 伝馬

コミュニティセンター
宝南
コミュニティセンター

名古屋養育院
午後
（13時30分~15時30分）

白水
コミュニティセンター

菊住
コミュニティセンター 交流センター道徳

申込先：南区社会福祉協議会(南区役所4階）　来所または下記までお電話下さい★

店主の冨田さんご夫妻

商店街の組合員等を対象とした
認知症サポーター養成講座

参加者募集参加者募集

A
Q柴田商店街振興組合の理事長も

されていますが…？

商店街組合として周辺の施設等とも関わりができます。昨秋
には新設の老人ホームで商店街の組合員や周辺住民を対象とし

て「認知症サポーター養成講座」を開催しました。さらに、メイク（お
化粧）ボランティアでの訪問予定もあります。きれいになることで
笑顔のあふれる明るくやさしい街になれば、と思っています。

～ひとこと～（取材者：小酒井　廣さん）
　店主の冨田さんはこの街に生まれ、商店街のリーダー役を務めておられ、ソフトな語り口で地
域への想いを語ってくださいました。誰でも入りやすいやさしい店・街づくりをすすめてこられ
ているお話をうかがい、店内も居心地の良い空間でした。このようなお店が多くなれば、笑顔の
人が集う商店街になると思いました。ありがとうございました。取材をされた小酒井さん

第２回　ゑびすや（化粧品） 鳴浜町 1-48（TEL：611－2802）

「ここバリすぽっと」としての想いや、お店として
取り組んでいることを教えてください。Q
A 65 年前に先代が店をはじめてから「地域の一番店」という

想いでやっています。この辺りも高齢化が進んでいるので、
シルバーカーを押して来られる方でも通れるよう、店内通路の幅
をとっています。また買う、買わないに関係なく、笑顔で帰られ
ているかを気にするようにしています。

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！

冬休みには
子どもたちにも

開放
いろいろな世代が
集まっています

遊具も
いっぱい

6 3

　平成24年10月１日オープンしました定員12名の認知症対応型デイサービス
です。リハビリ体操、お口の体操、レクリエーションはもちろんですが、
創作小物作り、歩行、裁縫、そろばん、家事(食器洗い･洗濯物干す･たたむ)
など一人ひとりに合った個別での対応しております。

　少人数ですので、スタッフやお客様同士のコミュニケーションも
とれて、毎日和気あいあいと笑顔で過ごしております。
地域に愛される施設を目指しておりますのでよろしくお願いいたし
ます。
　また、ボランティア募集中です。お気軽にご連絡ください。

中学1年生185名を対象に実施。実際に車いすに乗っ
て、近くの駅や公園、神社、お店などにお出かけし、
街中の障害などを体験しました。

本城中学校　車いす外出体験

福祉教育なら社協におまかせ♪福祉教育なら社協におまかせ♪

ケース
1

6年生26名を対象に実施。視覚障害の理解を深めるた
め、３回コースで体験しました。初日は、ガイドヘル
プ体験で、ガイドの方法や、｢見えない」ことがどうい
うことか学びました。2日目、3日目は交流体験で、生
徒は趣味や移動手段等について色々と質問しながら楽
しく交流しました。

大生小学校　交流体験ケース
2

南区役所の職員12名を対象に実施。窓口業務等で、
高齢者や障害者の立場に立った適切な対応を身につ
けるための研修を開催しました。

南区障害者自立支援協議会との協働により、障がい児者の施設や関係団体の情報を写真入りでわか
りやすくまとめました。南区内の福祉サービス事業所等をお探しの方は是非ご活用ください。

南区社協では、学校だけでなく、企業や商店街、地域
団体（推進協、町内会、老人クラブ等）も対象に福祉
教育の相談に応じています。また、福祉用具等の貸出
も行っています。関心のある方は南区社協までお問い
合せ下さい！

南区役所 高齢者･障害者体験研修ケース
3

2 7

アイマスクをして階段を
上がります。

高齢者疑似体験セットをつけて、
住民票を書いてみました

最上段の飲み物は、一番下の
ボタンを押せば買えます

交流の様子

南区社会福祉協議会では、ボランティアさんの協力を得て、福祉教育に積極的に取り組んでいます！
今年度の取り組みの中から、３ケース紹介します。

車いすのまま階段を昇降する
機械にのせてもらいました

坂を下る時は、バックで
慎重に下ります

高齢者疑似体験、視覚障害者ガイドヘルプ、
点字、車いす、手話、認知症、
こころの健康講座(統合失調症)など

第2次地域福祉活動計画（ひまわりプラン２）進行中！

南区内障がい児者施設等情報誌「さわやか」の最新版ができました!!

•ストラップ  …20
0円

•マグネット付
　置き物  ………20

0円

•マカロン型
　コインケース…30

0円

お問合せは南区社協まで TEL 823-2035

社協窓口で
配布しています

名鉄本笠寺駅

　南区ボランティア連絡協議会内の「まいの会」は、
南区社協のシンボルキャラクター「まいまい・あいあい」
のグッズを作っていただいている有志のグループです。
　毎月第一月曜日に生涯学習センターへ集まり、

製作しています。
グッズは、社協窓口や各種イベントで販売し、収益は

すべて南区の福祉のために使われます。

新作グッズできました！

配色いろいろ♪

区民まつりでも販売！

とっても好評で

売り切れましたよ。

笠寺観音

●認知症対応型通所介護　ささゆりデイサービス南
　名古屋市南区北頭町１－１４　北頭ビル１階

善 意 箱善 意 箱 貴重なご寄付、ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。
南区の地域福祉の推進に活用させていただきます。（敬称略　順不同）

桜台高等学校生徒会様木製手づくりおもちゃ（河村弥様より）

総 額　337,823円●南区防犯協会　●桜台高等学校生徒会
●宝南学区女性会　●南シルバーダンス　●匿名4件

○マルハン名古屋南店様より、お菓子のご寄付をいただき
ました。子育てサロンや高齢者サロン、子ども会事業な
どで活用させていただきました。
○河村弥様より、木製手づくりおもちゃのご寄付をいただ
きました。子育て講演会や、子育てサロンなどで活用さ
せていただきました。

南区社会福祉協議会では、地域福祉活動を充実するために、寄付を募集しています。皆さまのご協力をお待ちしております。募集

TEL 052-829-0002　FAX 052-829-0003（担当：卜部(うらべ））問い合わせ

ささゆりデイサービス南ささゆりデイサービス南

(平成24年9月１日～12月31日）　

●平成24年度 賛助会員加入報告●
◉個人
 5,323件 4,391,600円
◉法人・団体
 323件 1,441,800円
 計 5,833,400円

（平成24年12月31日現在）

　南区社会福祉協議会賛助会員には、多くの方のご賛同を
いただきました。厚くお礼申し上げます。
　また、本年度も熱田法人会様のご協力により、南区内の
法人会加盟事業所に賛助会員加入のご依頼をさせていただ
いたところ、89件364,000円の会費をいただきました。
お寄せいただきました会費は、高齢者福祉の充実や子育て
の支援、ボランティア活動の育成など、地域福祉のために
活用させていただきます。

プログラム内容

まいの会を紹介するんだまい☆まいの会を紹介するんだまい☆
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りやすくまとめました。南区内の福祉サービス事業所等をお探しの方は是非ご活用ください。

南区社協では、学校だけでなく、企業や商店街、地域
団体（推進協、町内会、老人クラブ等）も対象に福祉
教育の相談に応じています。また、福祉用具等の貸出
も行っています。関心のある方は南区社協までお問い
合せ下さい！

南区役所 高齢者･障害者体験研修ケース
3

2 7

アイマスクをして階段を
上がります。

高齢者疑似体験セットをつけて、
住民票を書いてみました

最上段の飲み物は、一番下の
ボタンを押せば買えます

交流の様子

南区社会福祉協議会では、ボランティアさんの協力を得て、福祉教育に積極的に取り組んでいます！
今年度の取り組みの中から、３ケース紹介します。

車いすのまま階段を昇降する
機械にのせてもらいました

坂を下る時は、バックで
慎重に下ります

高齢者疑似体験、視覚障害者ガイドヘルプ、
点字、車いす、手話、認知症、
こころの健康講座(統合失調症)など

第2次地域福祉活動計画（ひまわりプラン２）進行中！

南区内障がい児者施設等情報誌「さわやか」の最新版ができました!!

•ストラップ  …20
0円

•マグネット付
　置き物  ………20

0円

•マカロン型
　コインケース…30

0円

お問合せは南区社協まで TEL 823-2035

社協窓口で
配布しています

名鉄本笠寺駅

　南区ボランティア連絡協議会内の「まいの会」は、
南区社協のシンボルキャラクター「まいまい・あいあい」
のグッズを作っていただいている有志のグループです。
　毎月第一月曜日に生涯学習センターへ集まり、

製作しています。
グッズは、社協窓口や各種イベントで販売し、収益は

すべて南区の福祉のために使われます。

新作グッズできました！

配色いろいろ♪

区民まつりでも販売！

とっても好評で

売り切れましたよ。

笠寺観音

●認知症対応型通所介護　ささゆりデイサービス南
　名古屋市南区北頭町１－１４　北頭ビル１階

善 意 箱善 意 箱 貴重なご寄付、ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。
南区の地域福祉の推進に活用させていただきます。（敬称略　順不同）

桜台高等学校生徒会様木製手づくりおもちゃ（河村弥様より）

総 額　337,823円●南区防犯協会　●桜台高等学校生徒会
●宝南学区女性会　●南シルバーダンス　●匿名4件

○マルハン名古屋南店様より、お菓子のご寄付をいただき
ました。子育てサロンや高齢者サロン、子ども会事業な
どで活用させていただきました。
○河村弥様より、木製手づくりおもちゃのご寄付をいただ
きました。子育て講演会や、子育てサロンなどで活用さ
せていただきました。

南区社会福祉協議会では、地域福祉活動を充実するために、寄付を募集しています。皆さまのご協力をお待ちしております。募集

TEL 052-829-0002　FAX 052-829-0003（担当：卜部(うらべ））問い合わせ

ささゆりデイサービス南ささゆりデイサービス南

(平成24年9月１日～12月31日）　

●平成24年度 賛助会員加入報告●
◉個人
 5,323件 4,391,600円
◉法人・団体
 323件 1,441,800円
 計 5,833,400円

（平成24年12月31日現在）

　南区社会福祉協議会賛助会員には、多くの方のご賛同を
いただきました。厚くお礼申し上げます。
　また、本年度も熱田法人会様のご協力により、南区内の
法人会加盟事業所に賛助会員加入のご依頼をさせていただ
いたところ、89件364,000円の会費をいただきました。
お寄せいただきました会費は、高齢者福祉の充実や子育て
の支援、ボランティア活動の育成など、地域福祉のために
活用させていただきます。

プログラム内容

まいの会を紹介するんだまい☆まいの会を紹介するんだまい☆




