
みなみ子育てナビぶっくの作成

児童生徒作品コンクール

＊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。

14,201,000円です。
 (歳末たすけあい募金を含む）

14,094,109円

今年もはじまります！今年もはじまります！ 赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

平成25年度
南区の目標額は

24年度
実績額平成25年度の配分金の使いみち平成25年度の配分金の使いみち

①

④

⑥

⑦

③障がいのある方の
　ために
1,976,000円
[14.0％]

⑤歳末たすけあいに
　624,985円［4.4％]

①地域福祉推進のために
　822,920円［5.9％]

②

⑦全県域の福祉推進のために
2,782,000円［19.7％]

④子どもたちのために
  1,477,636円
　[10.5％]
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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。

　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(火)から
１０月３１日(木)（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予定です｡
　県共同募金会推薦分のうち入賞作品は、１０月１日(火)から１０月６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(プラザ）で、１０月８日(火)から１０月１０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展示予定です。
　また、１２月に開催する赤い羽根「ここバリ作品展２０１３」での展示も予定しております。
(５ページをご覧ください）

10月 27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☆

南区特別支援学級
卒業生を祝う会への助成

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

老人クラブ事業への助成

さわやかウォークの実施

②おとしよりのために
5,569,568円［39.5％]

⑥共同募金運動推進のために
841,000円［6.0％]

⑤

③

赤 い 羽 根 協 賛  
●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、災害ボランティアセンター設置訓練、
子育て高齢者サロン等への助成など ……… ７４,５２７,３７０円
●在宅サービスセンター管理にかかる経費
　　　　 ……………………………… ５,７１０,０５３円
●高齢者はつらつ長寿推進事業 …… ９,８８５,７０６円

●シルバーパワーを活用した地域力再生事業
　　　　 ……………………………………… １,１１２,２１１円
●共同募金配分金事業
　さわやかウォーク、広報紙作成、ボランティア養成講座など
　　　　 …………………………… １２,１６６,３６４円

平成24年度 南区社会福祉協議会 会計報告

収入総額　300,551,206円 支出総額　258,319,199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
……………………………………… ６,２２２,９７７円

●デイサービスセンターひまわりにかかる経費
　　　　 ………………………… ７８,９４３,８４８円
●南児童館にかかる経費………… ２９,０２２,３１２円

●笠寺福祉会館にかかる経費…… ４０,７２８,３５８円

　｢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。

日　時　10月29日(火）午前10時00分～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10月11日から）
参加費　無料

　特別養護老人ホームとして、コンパクトでありながら利用
者様に過ごしやすい生活空間をご用意いたしました。
　利用者様を中心に、ご家族様や職員が笑顔になるような施
設づくりを目指し、「ハート(心)toハート(心)」で3つのリ
ズム（食事・入浴・排泄）を大切にし、利用者の皆様の生活
を支えます。
　ご見学やご相談につきましては、随時行っておりますので
当苑までお気楽にご連絡下さい。

申し込み・照会先

住所：南区明治一丁目6‒9 TEL 052-626-5912 FAX 052-626-5924（生活相談員 小川、河合）問い合わせ

特別養護老人ホーム 内田橋清凉苑特別養護老人ホーム 内田橋清凉苑

参加費
無料認知症サポーター養成講座を開催します！南区社会福祉協議会

“第３次地域福祉活動計画”策定中！！

一人ひとりが尊重され、
必要とされる社会の
実現に向けて

～自立と自己実現の重視～

基本理念

　この４月より、平成26年度から
の計画期間とする「第３次地域福祉
活動計画」の策定が始まりました。
　第２次地域福祉活動計画から
携わっていたボランティア、福祉
施設・行政職員の方などに今回新た
に公募委員13名を加え、計34名か
らなる作業部会では、４月と６月に
全体会の後、７月からは、３つの
ワーキンググループに分かれ、月に
１回のペースで検討がなされて
います。

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。

高齢者サロン交流会

今回は“高齢者サロンの交流会”をご紹介します。

３
つ
の
基
本
計
画
を
柱
と
し
て
、

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を

進
め
て
い
ま
す
。

リーダー会

一人ひとりを支える
仕組みづくり(仮称)
一人ひとりを支える
仕組みづくり(仮称)

人づくり・
まちづくり(仮称)
人づくり・
まちづくり(仮称)

つながり・ネットワーク
づくり(仮称)
つながり・ネットワーク
づくり(仮称)

共同募金の使いみち

南区共同募金委員会お問い
合わせは

平成24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・回収するヨ。

募集

（敬称略・順不同）

赤い羽根募金箱
　設置協力店募集！ 募集

募金ができる自動販売機を
設置していただけませんか？

　現在、南区内に高齢者サロンは24か所あり、趣味、健康、介護予防や
仲間づくりなどを目的に活動されています。｢高齢者サロン交流会」は、
各サロンの代表者・参加者、サロンに興味関心のある方を対象として、
他サロンとの情報交換や講師の方からお話を伺うことで、今後のサロン
活動の参考にしていただくものです。
　昨年度は約50名の方にご参加いただき、「傾聴」をテーマに開催。元気
になってもらうための話の聴き方について学びました。交流会参加者からは「サークルに帰ってからも
相手に合わせることを心がけていきたい」「傾聴は、それを必要とする人だけでなく、普段の会話
の中にも役立つと思う」などのお声をいただきました。

アピタ名古屋南店、ピアゴアラタマ店、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

協賛企業等

NPO法人ハートフル福祉募金、㈱伊藤園、サッポ
ロ飲料㈱、アサヒカルピスビバレッジ㈱、㈱チェ
リオ中部、ダイドードリンコ㈱、コカ・コーラセン
トラルジャパン㈱、サントリービバレッジサービ
ス㈱、キリンビバレッジ㈱、㈱ヤクルト東海、サン
ポッカサービス㈱、サンポッカ㈱

〒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

「募金ができる自動販売機
(清涼飲料水)」を設置いた
だける企業・事業所を募集
しています。
　この自動販売機は、清涼
飲料水の売上げに応じて
(10％程度)、共同募金に
寄付される仕組みとなって
おり、自動販売機を通じ
て、いつでも、だれでも共
同募金にご協力いだくこ
とができます｡

プラスチック製と
紙製があります。

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。

・個を地域で支える仕組みづくり
　（生活課題を地域力で解決する）
・孤立防止のための見守り・支援
・当事者同士の支え合い
・町内会・自治会等での
　支え合い活動

・福祉意識の醸成
・地域における福祉教育(啓発）
・情報発信
・｢ここバリすぽっと」の推進

・多様な関係機関・団体との連携
・推進協の活性化
・防災を含めた高齢者・
　障がい者・子どもへの支援
・学区等を単位とした
　つながり

1

２ ３

７月のワーキンググループでは、南区の魅力や問題点について
活発に議論されました。▼

各ワーキンググループ間の
進捗状況の確認や意見交
換の場として開催されま
した。▼

８月のワーキンググループでは、
今後の計画づくりのキーワードや
課題などが議論されました。▶

今後も、区民の皆さまへ進捗状況等の報告をさせていただきますので、
ご意見などございましたら、ぜひお寄せください。

作業部会ワーキンググループの様子

基本計画

1グループ

2グループ

3グループ

上記飲料メーカーの自動販売機が設置できます。

設置に係る経費はありませんが、
月々の電気代は必要になります。
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みなみ子育てナビぶっくの作成

児童生徒作品コンクール

＊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。

14,201,000円です。
 (歳末たすけあい募金を含む）

14,094,109円

今年もはじまります！今年もはじまります！ 赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

平成25年度
南区の目標額は

24年度
実績額平成25年度の配分金の使いみち平成25年度の配分金の使いみち

①

④

⑥

⑦

③障がいのある方の
　ために
1,976,000円
[14.0％]

⑤歳末たすけあいに
　624,985円［4.4％]

①地域福祉推進のために
　822,920円［5.9％]

②

⑦全県域の福祉推進のために
2,782,000円［19.7％]

④子どもたちのために
  1,477,636円
　[10.5％]
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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。

　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(火)から
１０月３１日(木)（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予定です｡
　県共同募金会推薦分のうち入賞作品は、１０月１日(火)から１０月６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(プラザ）で、１０月８日(火)から１０月１０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展示予定です。
　また、１２月に開催する赤い羽根「ここバリ作品展２０１３」での展示も予定しております。
(５ページをご覧ください）

10月 27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☆

南区特別支援学級
卒業生を祝う会への助成

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

老人クラブ事業への助成

さわやかウォークの実施

②おとしよりのために
5,569,568円［39.5％]

⑥共同募金運動推進のために
841,000円［6.0％]

⑤

③

赤 い 羽 根 協 賛  
●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、災害ボランティアセンター設置訓練、
子育て高齢者サロン等への助成など ……… ７４,５２７,３７０円
●在宅サービスセンター管理にかかる経費
　　　　 ……………………………… ５,７１０,０５３円
●高齢者はつらつ長寿推進事業 …… ９,８８５,７０６円

●シルバーパワーを活用した地域力再生事業
　　　　 ……………………………………… １,１１２,２１１円
●共同募金配分金事業
　さわやかウォーク、広報紙作成、ボランティア養成講座など
　　　　 …………………………… １２,１６６,３６４円

平成24年度 南区社会福祉協議会 会計報告

収入総額　300,551,206円 支出総額　258,319,199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
……………………………………… ６,２２２,９７７円

●デイサービスセンターひまわりにかかる経費
　　　　 ………………………… ７８,９４３,８４８円
●南児童館にかかる経費………… ２９,０２２,３１２円

●笠寺福祉会館にかかる経費…… ４０,７２８,３５８円

　｢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。

日　時　10月29日(火）午前10時00分～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10月11日から）
参加費　無料

　特別養護老人ホームとして、コンパクトでありながら利用
者様に過ごしやすい生活空間をご用意いたしました。
　利用者様を中心に、ご家族様や職員が笑顔になるような施
設づくりを目指し、「ハート(心)toハート(心)」で3つのリ
ズム（食事・入浴・排泄）を大切にし、利用者の皆様の生活
を支えます。
　ご見学やご相談につきましては、随時行っておりますので
当苑までお気楽にご連絡下さい。

申し込み・照会先

住所：南区明治一丁目6‒9 TEL 052-626-5912 FAX 052-626-5924（生活相談員 小川、河合）問い合わせ

特別養護老人ホーム 内田橋清凉苑特別養護老人ホーム 内田橋清凉苑

参加費
無料認知症サポーター養成講座を開催します！南区社会福祉協議会

“第３次地域福祉活動計画”策定中！！

一人ひとりが尊重され、
必要とされる社会の
実現に向けて

～自立と自己実現の重視～

基本理念

　この４月より、平成26年度から
の計画期間とする「第３次地域福祉
活動計画」の策定が始まりました。
　第２次地域福祉活動計画から
携わっていたボランティア、福祉
施設・行政職員の方などに今回新た
に公募委員13名を加え、計34名か
らなる作業部会では、４月と６月に
全体会の後、７月からは、３つの
ワーキンググループに分かれ、月に
１回のペースで検討がなされて
います。

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。

高齢者サロン交流会

今回は“高齢者サロンの交流会”をご紹介します。

３
つ
の
基
本
計
画
を
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て
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リーダー会

一人ひとりを支える
仕組みづくり(仮称)
一人ひとりを支える
仕組みづくり(仮称)

人づくり・
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共同募金の使いみち

南区共同募金委員会お問い
合わせは

平成24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・回収するヨ。

募集

（敬称略・順不同）

赤い羽根募金箱
　設置協力店募集！ 募集

募金ができる自動販売機を
設置していただけませんか？

　現在、南区内に高齢者サロンは24か所あり、趣味、健康、介護予防や
仲間づくりなどを目的に活動されています。｢高齢者サロン交流会」は、
各サロンの代表者・参加者、サロンに興味関心のある方を対象として、
他サロンとの情報交換や講師の方からお話を伺うことで、今後のサロン
活動の参考にしていただくものです。
　昨年度は約50名の方にご参加いただき、「傾聴」をテーマに開催。元気
になってもらうための話の聴き方について学びました。交流会参加者からは「サークルに帰ってからも
相手に合わせることを心がけていきたい」「傾聴は、それを必要とする人だけでなく、普段の会話
の中にも役立つと思う」などのお声をいただきました。

アピタ名古屋南店、ピアゴアラタマ店、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

協賛企業等

NPO法人ハートフル福祉募金、㈱伊藤園、サッポ
ロ飲料㈱、アサヒカルピスビバレッジ㈱、㈱チェ
リオ中部、ダイドードリンコ㈱、コカ・コーラセン
トラルジャパン㈱、サントリービバレッジサービ
ス㈱、キリンビバレッジ㈱、㈱ヤクルト東海、サン
ポッカサービス㈱、サンポッカ㈱

〒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

「募金ができる自動販売機
(清涼飲料水)」を設置いた
だける企業・事業所を募集
しています。
　この自動販売機は、清涼
飲料水の売上げに応じて
(10％程度)、共同募金に
寄付される仕組みとなって
おり、自動販売機を通じ
て、いつでも、だれでも共
同募金にご協力いだくこ
とができます｡

プラスチック製と
紙製があります。

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。

・個を地域で支える仕組みづくり
　（生活課題を地域力で解決する）
・孤立防止のための見守り・支援
・当事者同士の支え合い
・町内会・自治会等での
　支え合い活動

・福祉意識の醸成
・地域における福祉教育(啓発）
・情報発信
・｢ここバリすぽっと」の推進

・多様な関係機関・団体との連携
・推進協の活性化
・防災を含めた高齢者・
　障がい者・子どもへの支援
・学区等を単位とした
　つながり
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７月のワーキンググループでは、南区の魅力や問題点について
活発に議論されました。▼

各ワーキンググループ間の
進捗状況の確認や意見交
換の場として開催されま
した。▼

８月のワーキンググループでは、
今後の計画づくりのキーワードや
課題などが議論されました。▶

今後も、区民の皆さまへ進捗状況等の報告をさせていただきますので、
ご意見などございましたら、ぜひお寄せください。

作業部会ワーキンググループの様子

基本計画

1グループ

2グループ

3グループ

上記飲料メーカーの自動販売機が設置できます。

設置に係る経費はありませんが、
月々の電気代は必要になります。
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