
みなみひまわりプラン３（第3次地域福祉活動計画）始動！

　地域住民のみなさん、社会福祉施設・団体、関係行政機関と
ともに、「南区がこんなふうになったらいいな」の想いをこめ
て、一年間検討してきた計画がいよいよできあがり、7月30
日(水)に、南区役所講堂で完成発表会を開催しました。
　今年度から平成30年度まで、サポーターのみなさんととも
にいろいろな取り組みをすすめていきます。

グループ

グループ

用語
解説

グループ

　町内など身近な地域における人と人とのつながりを強化し、ちょっ
とした困り事をおたがいに支え合うことのできるまちづくりを目指し
ます。なかでも、気軽に声をかけあい顔のつながりをつくる「声かけ
隊」には特に力を入れていきたいと思っています。
　今年度は、声かけ隊を広めるための「養成講座」の開催に向けて、
企画づくりを行っています。また、地域で行われている様々なサロ
ン・たまり場の現状把握のため、訪問調査を行っています。サロン主
催者それぞれの熱い思いを聞き、歩いていける身近な範囲でサロンを
増やしていくことが課題であることを感じました。

　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
でいますが、特別な手助けをするわけではなく、外から見守り、何か
異変を感じたら、すぐに活動のキーパーソンである民生委員さんに連絡
する体制を整えています。

 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、自然なご近所付き合い
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
り強く接しているそうです。
 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。

 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
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
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
りが身に染みて喜んでくれたそうです。

ふれあいネットワーク活動
　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。

●要支援者から、何かあった時に安心できると
いう声が多い
●協力者から民生委員さんへ情報が密になった
●協力的な町内会長がおり、民生委員さんが知
らない情報も教えてくれる
●災害時の対応も意識し、民生委員さん独自
で、避難所に関するチラシを作成している

●人との関わりを避けたり、見守りを遠慮する
方への対応

●一戸建てはよいが、アパートに住んでいる人
は状況が分からない

●障がい者への取り組みはまだ
●協力者が、責任感を感じ負担になっている
●民生委員と町内会長の情報共有が不十分

　各小中学校で実施されている、福祉教育活動の地域、大人への対象
の拡大や異世代交流、団体間の交流を図ることなどにより、地域住民
の方に、福祉を身近に感じていただく「福祉の土壌づくり」を行い、
人と人とのふれあい、つながりによって地域を支える人を増やすこと
をテーマとして活動していきます。
　今年度は、「ここバリすぽっと」の拡充と周知を目標として、空白
地域をなくすために、計画サポーターさんと戸別訪問活動も行い、活
動の広報活動も行っていきます。
　その他、福祉教育の周知、サロンの活動状況の調査を予定しています｡

　各小学校区に設置されている「地域福祉推進協議会」の活性化や、
防災、高齢者・障がい者、子どもなど様々な立場の方の交流、福祉施
設や企業など多様な組織の連携等がテーマです。
　今年度は、着実に活動計画を推進していくため、アンケート調査を
します。会議を重ねて、調査方法や質問項目を検討しています。
　その他、計画サポーターさんと推進協事業の取材に出向いたり、大
同特殊鋼で行われる地域の運動会や、高齢者ふれあい給食会での障が
いをお持ちの方との交流事業を予定しています。
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＜計画完成発表会＞

実録 ！
見守りエピソード

推進協通信V
ol.１

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。
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。

　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。

2014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19日（金） AM11:00～PM4:00
12月20日（土） 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

大磯学区 ふれあいネットワーク活動

取り組んで良かった点 課　　　題

≪現在、要支援者(ひとり暮らし高齢者など見守りが必要な方等）17名、協力者(ご近所の方）13名≫
大磯学区民生委員の皆さんからお話をお聞きしました
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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。14,201,000円です。

 (歳末たすけあい募金を含む）

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26年度
南区の目標額は
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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15日(水）から11月 
5日(水）、愛知県共同募金会作品コンクール南区代表作品は、11月６日(木）から28日(金）まで南区
役所１階情報コーナーで展示予定です。(午前９時～午後５時、土日祝除く）
　また、代表作品のうち、入賞した作品は、9月30日(火）から10月６日(月）(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(水）から10月10日(金）(午前9時～
午後5時30分、土日除く）まで愛知県社会福祉会館1階（産業貿易西館）で展示予定です。
　12月に開催する、赤い羽根共同募金「ここバリ作品展2014」での展示も予定しております。(８
ページをご覧ください）

　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
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
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
がとうございました。

　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、
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。
　｢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
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、
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、
お気軽に相談お待ちしています。

赤 い 羽 根 協 賛  

平成25年度 南区社会福祉協議会 決算報告

平成25年度　グッズ売上決算平成25年度　グッズ売上決算

法人運営

はつらつクラブ

シルバーパワー

SC管理

貸付
共同募金配分金
地域福祉基金

デイサービス

児童館

福祉会館
（16.3％）

（28.3％）

（33.9％）

（4.0％）

（0.4％）

（1.9％）

（0.3％）

（4.1％）

（1.4％）

（9.4％）

収入 支出 250,510,299円296,812,905円

法人運営 ……………法人運営収入（補助金、賛助会費等）
はつらつクラブ ……はつらつ長寿推進事業受託金収入
シルバーパワー ……シルバーパワー事業補助金収入
SC管理 ………………在宅サービスセンター管理補助金収入
貸付 …………………貸付事業補助金収入
共同募金配分金 ……共同募金配分金収入
地域福祉基金 ………寄付金収入
デイサービス ………デイサービス介護保険収入
児童館 ………………南児童館受託金収入
福祉会館 ……………福祉会館受託金収入

法人運営 ……………推進協事業助成、サロン助成、ボランティア支援
活動計画の推進、ひまわりハウスの運営等

はつらつクラブ ……はつらつ長寿推進事業にかかる経費
シルバーパワー ……シルバーパワー事業にかかる経費
SC管理 ………………在宅サービスセンター管理にかかる経費
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

(さわかやウォーク、広報紙作成、団体助成など）
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 ………デイサービスにかかる経費
児童館 ………………南児童館にかかる経費
福祉会館 ……………南児童館にかかる経費

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。

法人運営

はつらつクラブ

シルバーパワー

SC管理

貸付

共同募金配分金

地域福祉基金

デイサービス

児童館

福祉会館
（16.2％）

（31.7％）

（27.9％）

（4.0％）

（0.5％）

（0.5％）

（4.8％）

（1.2％）

（2.3％）（10.9％）

平成25年度南区の実績額  14,442,427円
皆さまからの多大なご協力があり、目標を達成することができました。
ありがとうございました。

地域で、学校で、お店で、街角で、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。

今年も10月１日から12月31日まで全国一斉に
赤い羽根共同募金運動が始まります！ 

ご協力ありがとうございました。

アピタ名古屋南店、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、
南生涯学習センター、笠寺福祉会館、南警察署、内田橋
清凉苑　（敬称略・順不同）

平成25年度 募金箱の設置協力店・公所等

南区共同募金委員会お問い
合わせは

〒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。

街頭募金にご協力くださる団体、学校も募集しています。
（募金箱・旗などをお貸しします）

㈱服部精機さま（H25設置）

所在地：三吉町３丁目78番地
TEL 052-612-2215　FAX 052-612-2239　担当者：丹波・鎌田

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

貯金のできる自販機を
設置してくださるところも
募集中ダヨ

募集



　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。
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第 6回　新しいすぽっとの拡大を目指して

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｣を広げるため、
計画サポーターさんが訪問活動をしました

　8月6日(水）今回、第3次計画サポータの皆さんで、内田橋商店街と大生、の2地域に
分かれ、新規のスポットの勧誘訪問活動を行いました。

次は、あなたのお店に訪問するかもしれません！！

２ 内田橋地域

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）

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

柔らかな雰囲気の
落ち着くお店でした。

お客様の体調を正確に
把握し、適切な助言を
行っており正に
「町の薬局」でした。

施設・団体 ボランティアグループ

No.110喫茶ミニテラス No.111横谷薬局

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

サポーターの
感想

サポーターの
感想

１ 大生地域

傾聴ボランティア講演会

ふれあい広場事業

「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？～

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）

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）

内田橋１丁目24－1

No.106サラダ館大江駅前店

加福本通2丁目44番地

内田橋1－８－12

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）

南区個別支援ボランティア「フレンズ」のご紹介
　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。

ボランティア
通信

ボランティア
通信

ボランティア
通信

店内にテーブルと椅子が
あり、気軽に立ち寄れる
雰囲気があります。

No.108理容まつばら

西又兵ヱ町3－21－1

“ケア理容師”のいる
お店です。車いすの
ままカットできます。

No.107美術研究所あとりえ

西又兵ヱ町4丁目8番地の１

困りごとのある高齢者の
相談にのっています。

No.109トップ理容

西又兵ヱ町3－36

入口に段差が無
く、車いすも通
れる幅になって
います。

このステッカーが目印！

サポーター2名と、職員の3名で訪問し、2件の新規登録を獲得しました。

大生学区住民の畑さんを始め、佐藤さん、鬼頭さん、丸田さん、職員の５名で訪問。
新たに4店舗が加入されました !!

●高齢化率30%の町を歩いてみて分かることがたくさんありました。
●助け合うことが当たり前と思われている方々が多くいらっしゃいました。
●大生学区は高齢者が多く、ここバリすぽっとの趣旨を説明すると、「そんなことは昔からやっとる。」と
　言われるお店が多かったです。

●夏の厳しい日差しの中の訪問活動でしたが、町には、優しい雰囲気があふれていました。
●古い街で、住民の方も人情味にあふれた方ばかりで大変好意的に接してくれました。気持ちの良いひとときでした。

参加費
無料

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！各種お問合せは




