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推進協通信

平成25年度 南区社会福祉協議会 決算報告
大磯学区
ふれあいネットワーク活動

支出 250,510,299円
収入 296,812,905円
このコーナーでは、各学区の推進協事業を紹介します。

大磯学区では、平成25年度よりふれあいネットワーク活動に取り組ん
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らない情報も教えてくれる
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災害時の対応も意識し、民生委員さん独自
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活動計画の推進、ひまわりハウスの運営等
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協力者が、責任感を感じ負担になっている
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貸付 ………………… 貸付事業にかかる経費
共同募金配分金

…… 共同募金配分金事業

世間話をしたり、
夕飯のおかずを持っていったりと、
「見守り」が「見張り」にならないように、
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の中で状況を確認するのがポイントです。
見守りを遠慮される方もいますが、
いつか心を開いてくれることを信じて、
粘
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地域福祉基金 ………
寄付金による事業（福祉教育推進事業、基金積立等）
デイサービス ……… デイサービス介護保険収入
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児童館 ……………… 南児童館受託金収入
児童館 ……………… 南児童館にかかる経費
今回お話をお聞きして、
学区全体に取り組みを広げ、あたたかい大磯学区を作っていきたいという熱意を感じました。
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…………… 福祉会館受託金収入

福祉会館

…………… 南児童館にかかる経費

Aさんは、娘さんや孫娘さんと東京に一泊旅行していました。バスの中で民生

平成25年度
委員さんから電話が。たまった新聞に気付いた配達員の方から連絡を受け、心
実録！ グッズ売上決算
ド
配になって連絡したとのこと。Aさんはびっくりしましたが、あたたかい見守
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
守りエピソー
見
りが身に染みて喜んでくれたそうです。

ですが、昨年度、大人気のマカロンコインケースをはじめ大変ご好評
をいただき、４３７,０００円もの売上がありました！こちらの収益は
あなたの地域でもふれあいネットワーク活動をしてみませんか？社協職員がお手伝いします。
すべて南区の地域福祉のために使用させていただきます。本当にあり
町内会単位でもご相談に応じていますので、ぜひご連絡ください。
がとうございました。

用語
解説

ふれあいネットワーク活動
このグッズは南区ボランティア連絡協議会内にあるグループ
「まいの会」のみなさんに作成していただいています。
地域住民が、お互いに見守り、助け合い、安心して地域で暮らし続けられる
ようにするためのつながりづくり、支え合いのための活動。
地域福祉推進協議会（推進協）
住民が安心して暮らせる福祉のまちづくりを目的に、学区区政協力委員（町
内会長)、民生委員児童委員、その他各種団体が協力して、小学校区を単位に設
立されている団体。

小規模多機能ホームいりゃあせ

小規模多機能ホームいりゃあせは、ホームに通って泊まることも出来、
赤い羽根共同募金
ここバリ作品展 2014を開催します！

自宅にも訪問して、住み慣れた自宅生活を続けられるように支援していま
す。
日時 12月19日（金）AM11:00〜PM4:00
南区在住の介護サービス利用
｢自分のことは自分で行う」を目標に、利用者様が主体となって、昼食
者やはつらつクラブの参加者な
12月20日（土）AM10:00〜PM4:00
どの高齢者や障がいのある方の
作りなどを行っています。以前は認知症対応型デイサービスでしたので、
場所 南区役所講堂
作品を展示します。
認知症の方の関わりも大切にしています。おためし利用も出来ますので、
また、赤い羽 根 共 同 募 金 活 動
お気軽に相談お待ちしています。 ※ここバリとは？
として、高 齢 者 や 障がいのある
障がいのある人もない人も誰もが暮らしやすい地域を
方 の 手 作り品によるバザーを行
めざし、 “心のバリアフリー” を南区内に広げてい
所在地：三吉町３丁目78番地
います。入場無料となっております
こう、という趣旨で行っています。 心のバリアフリー
TELお気軽にお越しください。
052-612-2215 FAX 052-612-2239
担当者：丹波・鎌田
ので、
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
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夏季ボランティア講座 活動報告
夏休みに中学・高校生の皆さんがボランティア体験
しました！気の遠くなるような暑さに負けず、151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。
生徒さんにとっては、短期間の活動ですが、皆さん
の心に、大きなものを残したことと思います。これを
きっかけに、福祉、社会への関心を持っていただくこ
とを望んでいます。

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。参加者の活動日誌の中からも、職員の方に緊張をほぐしてもらって、コミュニケーションがとれ、
笑顔ができて、その笑顔が広がっていく様がうかがわれます。これからもご協力お願いいたします。

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）
施設・団体
なごやかハウス三条
特別養護老人ホーム南生苑
特別養護老人ホームはるかぜ
特別養護老人ホームゆうあいの里 大同
グループホーム宝南の家
小規模多機能ホームもうやいこ
中京病院附属介護老人保健施設
老人保健施設かたらいの里

デイサービスセンターはるかぜ
デイサービス道
ニコニコデイサービス鶴里
デイサービスセンターひまわり
名古屋南ケアセンターそよ風
デイサービス大生
デイサービス友・愛
ゆたか作業所
ニコニコハウス鶴里

みのり共同作業所
特定非営利活動法人アドバンス
ぼーたん
集
とべ工房
活動センターねーぶる
南児童館
南部地域療育センターそよ風
児童デイサービス CIEL

児童デイサービス Soleil
放課後デイ aile blanc
ろばのこ療育園
ちどり児童会
子ども家庭支援センターさくら

ボランティアグループ
おもちゃ図書館ぴっころ
さわやか南うどんサークル
名古屋みなみ災害
ボランティアネットワーク
たねの会

ボランティア
南区個別支援ボランティア「フレンズ」のご紹介
通信
ちょっと散歩がしたい、病院に付き添ってもらいたい、買い物やお茶に付き合ってほしい、
衣替えがしたいけど一人では難しいなどなど、介護保険サービスでは対応できない日常の
ちょっとした困りごとに「フレンズ」が一緒にお手伝いをします。一回420円の交通費をい
ただきます。南区にお住いの方ならどなたでもご利用できますのでお気軽にご相談ください。
また、「フレンズ」は会員も随時募集中ですので、活動に関心のある方もお気軽にボラン
ティアセンターまでご連絡ください。
参加費
ふれあい広場事業
無料

傾聴ボランティア講演会

「聴くことでできる社会貢献」
〜聴く力を身につけて身近な人を癒したい！
あなたも参加しませんか？〜
日時 11月10日(月） 午後1時半〜3時
☆講師に地域ボランティアグループかがやき代表の
近藤京子さんをお呼びします。
申込は10月15日(水）から。(先着30名）
各種お問合せは
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古布で作るひな飾り
〜｢お内裏さま」と「お雛さま」を作ります〜
日 時 11月28日(金） 午前10時〜正午
持ち物 裁縫道具。
申し込みは11月11日(火）から(先着30名）
開催場所はどちらも
南区在宅サービスセンター 研修室(南区役所庁舎５階）

ボランティアセンター（南区社会福祉協議会内）TEL:８２３−２０３５まで！

