
　児童デイサービスＣＩＥＬは、児童福祉法に基づく
放課後等デイサービス・児童発達支援を行っており、
現在は特別支援学校・特別支援学級・保育園などに
通っている子ども達が利用しています。週替わりで、
身体測定・創作活動・誕生日会・おやつ作りを行い、
また、季節に応じた活動や行事として、お花見・
プール・クリスマス会なども行っています。
　『ＣＩＥＬ』とはフランス語で「空」を意味する
言葉です。広い空のように、自由にのんびり過ごし
ながら、様々なことを体験します。また、異年齢の
子ども達の中で過ごしながら、様々なことを学び
ます。そして、地域の方々と交流することができる
ようになることを目標としております。

2 7

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）

名古屋南モラロジー事務所様
パナソニックエイジフリー

介護チェーンなごや桜本町様より
車いすの寄付

総 額　453,699円
○“小さな善意で大きな愛の輪”募金運動
　ユニー株式会社様では、各店店頭に募金箱を設置し、お客様から募金を募
る運動を展開しています。今回集まった募金を社会福祉協議会に寄付して
いただきました。地域福祉推進のために活用させていただきました。

○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などで活用させていただきました。

○パナソニックエイジフリー介護チェーンなごや桜本町様より、車いす１台
のご寄付をいただきました。車いす貸出事業や福祉教育等で活用させて
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

住所：南区星宮町27　TEL 052-823-3701  FAX 052-825-5366（担当：水谷）問い合わせ

児童デイサービスＣＩＥＬ（シエル）児童デイサービスＣＩＥＬ（シエル）

(平成25年１月１日～3月31日）　

個人
　1口 800円
法人・団体
　1口 3,000円

できることから始めてみませんか？
誰もが安心して暮らせるまちづくり★

■東日本大震災義援金として、阿部正善様より
　109,000 円のご寄付をいただきました。

　南区社会福祉協議会では、｢賛助会員」を募集しています。
本会の趣旨、活動に賛同していただける区民、法人・団体の皆さま
に、任意で賛助会員となっていただき、本会のおこなう各種事業の
ご支援をお願いしております。
　地域福祉の推進や高齢者福祉の充実、ボランティア活動の育成
など、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりをすす
めるため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

賛助会員募集のお知らせ
会　費

●名古屋南モラロジー事務所　●手話サークルみなみ　●パナソニックエイジフリー介護チェーンなごや桜本町
●ユニー株式会社（ピアゴアラタマ店・ピアゴ ラ：フーズコア柴田店・アピタ名古屋南店）
●匿名4件

東日本大震災義援金の受付期間が
平成26年3月31日まで延長されました。

平成25年度 事業計画ならびに収支予算平成25年度 事業計画ならびに収支予算

「地域福祉推進協議会」の活動を軸に

以下の事業を支援・実施します。

■第2次地域福祉活動計画

　～みなみひまわりプラン２～の推進

■「ふれあい給食会」活動支援

■「ふれあいネットワーク活動」支援

■「シルバーパワー事業」支援

■各種サロン・サークルの活動支援

■「ひまわりハウス」の運営　　など

■南区在宅サービスセンターの

　運営

■南区デイサービスセンター

　ひまわりの運営

■笠寺福祉会館・南児童館の運営

管理

■共同募金運動への協力

■生活福祉資金の貸付

■広報紙「ふれあいみなみ」の

　発行やホームページなどによ

る福祉広報活動 など

■名古屋みなみ災害ボランティア

ネットワークと協働し、防災啓

発活動を行います。

■夏季ボランティア講座の実施

■ボランティア団体活動支援 など

271,423千円271,423千円

人件費助成金
15.0％

整備資金借入
償還補助金
9.0％

事業事務費
助成金
33.9％管理費助成金

2.0％

その他助成金
0.7％

デイサービス
介護保険収入
22.9％

共同募金
配分金
4.5％

賛助会費等
2.3％

寄付金
0.5％

繰越金
7.0％

その他2.2％

人件費
15.0％

整備資金
借入償還金
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デイサービス事業
24.0％

地域福祉事業
5.1％
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事業費3.9％

高齢者福祉事業
17.7％
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12.4％

障がい児者
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その他2.3％
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その他の事業

ボランティア活動の振興地域福祉活動の推進

収入の部収入の部

災害ボランティア
ネットワークとの連携・支援

事 業
計 画

収 支
予 算
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る支援事業も実施します。
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(地域包括支援センター)の
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管理費4.0％

見守り支援事業がはじまりました！！見守り支援事業がはじまりました！！

認知症サポーター
養成講座を開催します！

脳の健康チェック（ファイブ・コグ検査）＆
認知症予防講座を開催します！

　地域で孤立しがちな高齢の方（ひとり暮らしの方など）を対象として、自宅を訪問させていただいたり、
お電話で安否確認をするなどの見守り活動を行います。また、介護保険などの必要なサービスにつないだり、
地域における住民さん同士の支えあいへつなぐお手伝いをしたりします。

　本紙「ふれあいみなみ」は、年３回発行しています。今月号
からボランティアさんのご協力で音訳・点訳を実施いたします。
ご希望の方は、ぜひお申し込み下さい！

名古屋市では、広報なごや点字版（市
版）」または「声の広報なごや（市版・
区版）を配布しています。ご希望の方は、
名古屋市市長室広報課までお問い合わ
せください。

見守り支援事業とは??

　いきいき支援センターに配属された「見守り支援員」（各センター１名）が担当します。
しかし、見守り支援員だけの関わりでは充分ではありません。区役所や社会福祉協議会、民生委員さん、近隣
住民の方など、いろいろな方々と協力して取り組んでいきます。

　「認知症になっても安心して暮らせるまち」をつくる
ために、あなたも認知症サポーターになってみません
か！受講後に、オレンジリングをお渡しします。
認知症への理解を深めたい方はぜひお越しください。

　自身の脳の機能の状態を知り、認知症予防につなげ
ましょう。「ファイブ・コグ検査」は映像に合わせて
行う気軽なチェックです。チェックの後、簡単な健康
体操を交えた認知症予防講座も実施します。

誰がやるの ??

知っ得情報

広報なごや点字版・声の
広報なごやをご存知ですか？

名古屋市市長室広報課
TEL 972-3134  FAX 972-4126南区社会福祉協議会 TEL 823-2035 FAX 823-2688問い合わせ

申し込み・照会先　

事業に関する
問い合わせ先

地域で支えあう関係づくり

多種多様な人材を活かした事業づ
くり

つながりができる仕組みづくり

１グループ

2グループ

3グループ

実施項目№5「地域の人や様々な行事をつなぐ場づくり」
　平成21年度より毎年3月に「南区福祉行事・イベント交流会」と
いう交流会を開催しています。この交流会では、地域や社協等のそ
れぞれで行われる行事の参加者の方などが、この場を通して交流し
あい、参加者同士のつながりや行事の振り返りを行っています。

　平成25年3月10日(日)に行なわれた本交流会では、50名を超え
る方の参加をいただき、様々な意見が交わされました。ここで出た
ご意見・ご感想をもとに今年度も魅力ある楽しめる事業を展開して
いきます。

実施項目№7「地域における世代間交流事業の把握と
　　　　　　　　　　　　他事業とのコラボレーション」
　世代間交流の良い所は、子どもとお年寄りが楽しく交流して元
気になること。南区内の色々な場所で、笑顔の花が沢山咲いてい
ます。運営されている方たちが声を揃えて言われるのは、｢1回限
りではなく、継続的に交流することが大事」ということです。継
続は力なり。南区社協では、引き続き異世代交流の輪が広がるこ
とを応援していきます！

実施項目№13「ここバリすぽっとの募集」
　平成23年度より毎年介護サービス利用者など高齢者や障がいの
ある方の作品展「ここバリ作品展」を行っています。平成24年度
は区役所講堂で1月22日～24日の3日間行い、896名の来場者が
ありました｡「皆さんの作品を見て元気がでました。感動しまし
た。ありがとう。ありがとう。来年もぜひやってください｡」「家
の中で引きこもっているよりサークル等に入会して明るく楽しい
生活ができることを感じました。私も近い将来、楽しくお仲間に
入りたいと思います｡」といった声を寄せていただきました。この
ような、高齢であったり、障がいがあっても特技や趣味を披露
し、地域の方々に知っていただく場を作り、南区内にもっと“心
のバリアフリー”を広げ、障がいがある人も無い人も住みやすく
なるような事業を展開していきます。

　平成21年度から平成25年度までの5ヵ年を計画期間とする「みなみひまわりプラン２」は､最終年度と
なる今年度も地域住民・関係機関のみなさんとともに３つのグループに分かれ、さまざまな取り組みを
実施していきます。
　今回は、グループごとに全14実施項目から1つずつピックアップした項目について、取り組みなどを
ご紹介いたします。

みなみひまわりプラン２みなみひまわりプラン２
（第２次地域福祉活動計画）

南区南部いきいき支援センター　TEL 819-5050　FAX 823-2688

☆明治・伝馬・豊田・道徳・呼続・大磯・桜・菊住・春日野にお住まいの方は…
　南区北部いきいき支援センター　TEL：８１１－９３７７
☆笠寺・星崎・笠東・大生・宝・宝南・白水・千鳥・柴田にお住まいの方は…
　南区南部いきいき支援センター　TEL：８１９－５０５０

●日　時　6月28日(金）午前10時～11時30分
●会　場　南区在宅サービスセンター
　　　　　研修室(南区役所庁舎５階）
●定　員　50名(先着順6月11日から）
●参加費　無料

●日　時　6月19日(水）午前10時～12時
●場　所　善常会リハビリテーション病院
　　　　　４階ホール(松池町１－11）
●定　員　50名(先着順6月11日から）
●参加費　無料

いきいき支援センターよりお知らせ

「ふれあいみなみ」の音訳・点訳がはじまるよ☆

デイジー版CDは、専用の機器（プレス
トーク等）で再生すると、目次から聞き
たい章に飛んだりできます。

参加者同士の交流

菊住小学校 5年生と
高齢者との交流

豊田保育園の園児と
高齢者との交流

各行事・イベントの紹介

来場者の様子

ここバリ作品展の様子

いきいき支援センターでは、平成２５年度より名古屋市の新たな
取り組みである「見守り支援事業」を開始しています。

※広報なごや点字版（南区版）については、南区
　社会福祉協議会までお問い合わせください。

●音　訳　デイジー版CD
　　　　　　又はテープ版
●点　訳　点字図書
●申込料　無料

健康体操講師／日本ガイシスポーツプラザ　渡邉氏
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助成金
33.9％管理費助成金

2.0％

その他助成金
0.7％

デイサービス
介護保険収入
22.9％

共同募金
配分金
4.5％

賛助会費等
2.3％

寄付金
0.5％

繰越金
7.0％

その他2.2％

人件費
15.0％

整備資金
借入償還金
9.0％

デイサービス事業
24.0％

地域福祉事業
5.1％

はつらつ長寿推進
事業費3.9％

高齢者福祉事業
17.7％

児童福祉事業
12.4％

障がい児者
福祉事業0.3％

低所得者福祉事業
0.5％

ボランティア
推進事業0.3％

事務費1.6％
積立金3.9％
その他2.3％

■地域で子育てを支えあう南区を

目指し、子育て応援交流会を開

催するとともに、子育て支援事

業に対し積極的に協力します。

子育て支援事業の実施・協力
その他の事業

ボランティア活動の振興地域福祉活動の推進

収入の部収入の部

災害ボランティア
ネットワークとの連携・支援

事 業
計 画

収 支
予 算

■障がい者と区民のつどい

　「さわやかウォーク」の開催

■福祉用具・福祉車輌の貸出事業 など

障がい者および
障がい者団体への支援

■地域のボランティア等の協力を得て、レクリエー

ション活動や体操などを通じて介護予防や仲間づ

くりなどを目的として実施します。

高齢者はつらつ長寿推進事業の実施

271,423千円271,423千円

支出の部支出の部

■高齢者ができるだけ地域で自立し

て生活ができるよう、各種相談、

介護予防マネジメントなどの心身

の健康維持、保健・医療・福祉の

向上、生活の安定のために必要な

援助や支援を行います。また、認

知症高齢者を介護する家族に対す

る支援事業も実施します。

南部いきいき支援センター
(地域包括支援センター)の

運営協力

管理費4.0％

見守り支援事業がはじまりました！！見守り支援事業がはじまりました！！

認知症サポーター
養成講座を開催します！

脳の健康チェック（ファイブ・コグ検査）＆
認知症予防講座を開催します！

　地域で孤立しがちな高齢の方（ひとり暮らしの方など）を対象として、自宅を訪問させていただいたり、
お電話で安否確認をするなどの見守り活動を行います。また、介護保険などの必要なサービスにつないだり、
地域における住民さん同士の支えあいへつなぐお手伝いをしたりします。

　本紙「ふれあいみなみ」は、年３回発行しています。今月号
からボランティアさんのご協力で音訳・点訳を実施いたします。
ご希望の方は、ぜひお申し込み下さい！

名古屋市では、広報なごや点字版（市
版）」または「声の広報なごや（市版・
区版）を配布しています。ご希望の方は、
名古屋市市長室広報課までお問い合わ
せください。

見守り支援事業とは??

　いきいき支援センターに配属された「見守り支援員」（各センター１名）が担当します。
しかし、見守り支援員だけの関わりでは充分ではありません。区役所や社会福祉協議会、民生委員さん、近隣
住民の方など、いろいろな方々と協力して取り組んでいきます。

　「認知症になっても安心して暮らせるまち」をつくる
ために、あなたも認知症サポーターになってみません
か！受講後に、オレンジリングをお渡しします。
認知症への理解を深めたい方はぜひお越しください。

　自身の脳の機能の状態を知り、認知症予防につなげ
ましょう。「ファイブ・コグ検査」は映像に合わせて
行う気軽なチェックです。チェックの後、簡単な健康
体操を交えた認知症予防講座も実施します。

誰がやるの ??

知っ得情報

広報なごや点字版・声の
広報なごやをご存知ですか？

名古屋市市長室広報課
TEL 972-3134  FAX 972-4126南区社会福祉協議会 TEL 823-2035 FAX 823-2688問い合わせ

申し込み・照会先　

事業に関する
問い合わせ先

地域で支えあう関係づくり

多種多様な人材を活かした事業づ
くり

つながりができる仕組みづくり

１グループ

2グループ

3グループ

実施項目№5「地域の人や様々な行事をつなぐ場づくり」
　平成21年度より毎年3月に「南区福祉行事・イベント交流会」と
いう交流会を開催しています。この交流会では、地域や社協等のそ
れぞれで行われる行事の参加者の方などが、この場を通して交流し
あい、参加者同士のつながりや行事の振り返りを行っています。

　平成25年3月10日(日)に行なわれた本交流会では、50名を超え
る方の参加をいただき、様々な意見が交わされました。ここで出た
ご意見・ご感想をもとに今年度も魅力ある楽しめる事業を展開して
いきます。

実施項目№7「地域における世代間交流事業の把握と
　　　　　　　　　　　　他事業とのコラボレーション」
　世代間交流の良い所は、子どもとお年寄りが楽しく交流して元
気になること。南区内の色々な場所で、笑顔の花が沢山咲いてい
ます。運営されている方たちが声を揃えて言われるのは、｢1回限
りではなく、継続的に交流することが大事」ということです。継
続は力なり。南区社協では、引き続き異世代交流の輪が広がるこ
とを応援していきます！

実施項目№13「ここバリすぽっとの募集」
　平成23年度より毎年介護サービス利用者など高齢者や障がいの
ある方の作品展「ここバリ作品展」を行っています。平成24年度
は区役所講堂で1月22日～24日の3日間行い、896名の来場者が
ありました｡「皆さんの作品を見て元気がでました。感動しまし
た。ありがとう。ありがとう。来年もぜひやってください｡」「家
の中で引きこもっているよりサークル等に入会して明るく楽しい
生活ができることを感じました。私も近い将来、楽しくお仲間に
入りたいと思います｡」といった声を寄せていただきました。この
ような、高齢であったり、障がいがあっても特技や趣味を披露
し、地域の方々に知っていただく場を作り、南区内にもっと“心
のバリアフリー”を広げ、障がいがある人も無い人も住みやすく
なるような事業を展開していきます。

　平成21年度から平成25年度までの5ヵ年を計画期間とする「みなみひまわりプラン２」は､最終年度と
なる今年度も地域住民・関係機関のみなさんとともに３つのグループに分かれ、さまざまな取り組みを
実施していきます。
　今回は、グループごとに全14実施項目から1つずつピックアップした項目について、取り組みなどを
ご紹介いたします。

みなみひまわりプラン２みなみひまわりプラン２
（第２次地域福祉活動計画）

南区南部いきいき支援センター　TEL 819-5050　FAX 823-2688

☆明治・伝馬・豊田・道徳・呼続・大磯・桜・菊住・春日野にお住まいの方は…
　南区北部いきいき支援センター　TEL：８１１－９３７７
☆笠寺・星崎・笠東・大生・宝・宝南・白水・千鳥・柴田にお住まいの方は…
　南区南部いきいき支援センター　TEL：８１９－５０５０

●日　時　6月28日(金）午前10時～11時30分
●会　場　南区在宅サービスセンター
　　　　　研修室(南区役所庁舎５階）
●定　員　50名(先着順6月11日から）
●参加費　無料

●日　時　6月19日(水）午前10時～12時
●場　所　善常会リハビリテーション病院
　　　　　４階ホール(松池町１－11）
●定　員　50名(先着順6月11日から）
●参加費　無料

いきいき支援センターよりお知らせ

「ふれあいみなみ」の音訳・点訳がはじまるよ☆

デイジー版CDは、専用の機器（プレス
トーク等）で再生すると、目次から聞き
たい章に飛んだりできます。

参加者同士の交流

菊住小学校 5年生と
高齢者との交流

豊田保育園の園児と
高齢者との交流

各行事・イベントの紹介

来場者の様子

ここバリ作品展の様子

いきいき支援センターでは、平成２５年度より名古屋市の新たな
取り組みである「見守り支援事業」を開始しています。

※広報なごや点字版（南区版）については、南区
　社会福祉協議会までお問い合わせください。

●音　訳　デイジー版CD
　　　　　　又はテープ版
●点　訳　点字図書
●申込料　無料

健康体操講師／日本ガイシスポーツプラザ　渡邉氏
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