
おもちゃ図書館ぴっころ
新しくできる大型店舗とコラボして何か企画ができたらと思って
います。できたら「ここバリすぽっと」にも入っていただきたいです

ね。また、花とハチを育てている「Bee　ガーデンプロジェクト」というも
のも行っています。商店街が華やかになるとともに蜂蜜もとれて商店街
の活性化につながると思います。また商店街や大型店舗、区役所も含め
た南区小売商業連絡協議会で年１回ほど、懇親会を開いています。協力
して南区を活性化していくものなのですが、様 な々店が役職や立場に関
係なく同じ場に集まるということは珍しいですよね。

「名古屋みなみ災害ボランティアネットワーク｣を    ご存知ですか!?

○災害発災時に
　災害ボランティアセンターの
　設置・運営

名古屋みなみ災害ボランティアネットワーク
代表　廣瀬　敏郎

９月１日に明治小で行われた南区
総合防災訓練にも参加しました。

８月２８日に行われた星崎学区で
の防災訓練にも参加しました。

　｢防災の経験・知識がない方でも、一緒に活動してみたいという方は、
事務局（南区社会福祉協議会）までぜひお問合せください。」

家具などのへの耐震留具を設置します。
（要材料費）

○定例会の開催
毎月第３金曜日午後７時から定例会を行い、
活動報告などを行っています。

　名古屋みなみ災害ボランティアネットワークは、災害発災時に設置される「災害ボランティアセンター」
を南区社会福祉協議会とともに運営したり、平常時は、防災や減災への取り組みを進めているボランティア
グループです。今回は、名古屋みなみ災害ボランティアネットワークの活動を紹介いたします。

　夏休みに中・高生の皆さんがボランティア体験しま
した！暑さに負けず、134名の学生の皆さんが、福祉
施設や団体、ボランティアグループで活動しました。
　皆さん、はじめは緊張していましたが、高齢者や障が
い者、児童等とふれあったり､一緒に作業するなかで
徐々に慣れていき、充実した夏休みになりました。

今回、ボランティア受け入れにご協力いただいた施設、団体様には、貴重な時間を割いていただき誠にありがとうございました。
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この他にも、防災の各種啓発活動を実施したり、出前講座、防災グッズ作成会など
さまざまな活動を通して、南区のみなさんの防災意識を高めるお手伝いをしています。

ご主人の
伊藤邦一さん

Q

～ひとこと～　取材者/三浦秀夫さん（みうら屋店主）

取材をされた
三浦さん

第 4回　コーヒーパーラー　ミハル 笠寺町西之門５３－２（822-5464）（喫茶店）

Q

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！

「ここバリすぽっと」としてどんな心掛けをされていますか?

商店街の活性化のために何か取り組まれていることは
ありますか？

　今回取材をされたみうら屋さんの店主三浦さんは、前回のここバリ
通信で取材を受けていただいた方であり、店主の伊藤さんとは商店街組
合を通した10年近くの付き合いだそうです。
　｢伊藤さんとは気心の知れた仲であり、地域のこともよく知っている方
です。商店街組合の理事長や南区小売商業連絡協議会の常任理事を
やったり、区役所でも３つほど委員をしていたりと、とても顔の広い方

です。またバンド活動もしており、名古屋商業フェスティバルにおやじバンドで出たり
と何事にも精力的に活動されています。そのような人脈やフットワークの軽さを活か
し、今後も商店街活性化に向けて大きな力を貸してくれるでしょう。」

　店内は階段が多く、お客さんは高齢の方が多いので、階段などを使われる際は声
かけをしたりと注意を心がけています。またお店を利用する人だけではなく、外にい

る方にも声かけをするようにしています。声かけぐらいのことしかできませんが、声かけや
気配りがここバリすぽっとの基本だと思っています。
　また地下に写真の展示スペースがあるのですが、毎週土曜日には、高齢の方が中心に
集まり、その作品をとりかえます。趣味の披露の場の提供になり、高齢者の方の憩いの場
にもなっていますね。

取材の様子。伊藤さんをよく
知る三浦さんならではの取材
をしてくれています。

店内はこのように２階や地下があり面白い
構造をしています。地下のスペースが写真
の展示スペースになっています。

夏季ボランティア講座 活動報告夏季ボランティア講座 活動報告

夏季ボランティア講座受入施設・団体・ボランティアグループ（順不同）
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し
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○地域での防災訓練や
　学習会などへの協力、
　企画・実施

○防災・減災活動への取り組み○防災・減災活動への取り組み

デイサービス宝南

　南区在住の介護サービス利用者やはつらつクラブの参加者などの高齢者や障がいの
ある方の作品を展示します。
　また、赤い羽根共同募金活動として、高齢者や障がいのある方の手作り品による
バザーを行います。入場無料となっておりますので、お気軽にお越しください。

２０１３を開催します！
日時

場所

※ここバリ
　　　　とは？

赤い羽根共同募金ここバリ作品展ここバリ作品展
12月21日（土）～12月23日（月・祝）  AM10：00～PM４：００
南区役所講堂

障がいのある人もない人も誰もが暮らしやすい地域をめざし、“心のバリア
フリー”を南区内に広げていこう、という趣旨で行っています。心のバリア
フリーが広がってもっと南区が住みやすくなるといいね☆

入場
無料

デイサービスセンターひまわり

「ボランティアグループ体験コース」では、た
くさんの分野で活躍するボランティアの皆さ
んと一緒に活動します。色々な活動が体験
できちゃうお得なコースなんです！

さわやか南うどんサークル
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