
南児童館

黒柳　優暢（笠寺小５年）
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カチッ！

第66回 児童生徒作品コンクールを開催しました
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南 区 長 賞

南区共同募金委員会
会長賞

（敬称略）

伊藤　麻里（笠寺小２年）

大橋　麻央（宝南小６年） 稲熊　陸（本城中１年）

加藤　ふう花
（大江中１年）

松本　十和
（明治小３年）

安藤芽生花
（道徳小４年）

白石　真悠
（桜田中３年）

酒井　祐弥
（明治小５年）

多田優衣香
（菊住小６年）

加藤漱一郎
（名南中１年）

内藤　　輝
（南光中２年）

森　久士
（本城中３年）

長谷川一華
（大江中３年）

愛知県共同募金会

ポスターの部 書道の部

赤い羽根協賛
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倉田　魁人（明治小１年）
米山　百音（春日野小２年）
松本　梨央（菊住小３年）
髙柳菜乃羽（伝馬小４年）
寺西　真梨（笠東小５年）
岡山明衣花（宝南小６年）
木村　彩乃（本城中２年）
川久保彩華（名南中２年）
丹羽　健太（大江中３年）

森　　春佳（笠寺小３年）
浅野日奈子（柴田小４年）
竹田光那子（笠東小５年）
近藤　双葉（笠東小６年）
喜田友里香（本城中１年）
金子　文音（明豊中２年）
浅見奈央子（本城中３年）

飯田　翔大（笠寺小１年）
柳橋妃六花（呼続小２年）
副　　七彩（笠寺小３年）
寺添　鈴夏（大磯小４年）
安藤　維咲（千鳥小５年）
成田　乙葉（春日野小６年）
戸田　憲香（名南中２年）
鈴村　莉子（本城中３年）
加藤　里英（桜田中３年）

森下菜々美（豊田小３年）
木村　萌葵（桜　小４年）
木村　日香（菊住小５年）
鏡味　滉貴（大生小６年）
萩原　加帆（新郊中１年）
齊藤　真奈（名南中２年）
山川莉華子（南光中３年）

平成26年度 赤い羽根共同募金実績報告

赤い羽根共同募金 13,903,553円
歳末たすけあい募金 428,635円

子ども会で街頭募金に取り組んでいます！！
その他にもたくさんの方々にご協力いただきました！

（平成27年1月21日現在）

南の星ボランティア、南区手をつなぐ育成会、
日本ボーイスカウト名古屋南地区名古屋第19団

●道徳学区子ども会
　（アピタ名古屋南店）

　区民の皆様のあたたかいご協力
により、今年も大きな成果を上げる
ことができました。
　来年度の福祉事業のために活用
されます。ご協力いただきまして、
誠にありがとうございました。

まいまい・あいあいだヨ！今回は南児童館をリポートしちゃいます！
児童館では、子どもたちが、それぞれの成長に合わせて、おもちゃや
ゲームで遊んだり、スポーツ、クラブ、行事を楽しんでいるヨ。

本年度も区内の小中学生の皆さんから、書道917点、ポスター391点の応募をいただき、審査の結果、
以下の方が優秀作品に選出されました。入賞された皆さん、おめでとうございました！

●菊住学区子ども会
　（ラフーズコアアラタマ店）

今年度もご協力ありがとうございました！

募金に協力してくださった方、ならびに実施場所を提供
してくださいました関係各所の方々、ありがとうござい
ました。

ミオーも
来たよ！

審査員
特別賞
審査員
特別賞 銀 賞銀 賞

　みなみ子育てネットが発行する、南区の子育て情報冊子「みなみ子育てナビぶっく」の
最新版が完成しました！南区のサロン、子育て施設・機関、先輩ママからのアドバイス
など、子育て中のママ必見の情報が盛りだくさんの冊子になっています！ナビぶっくを
ご希望の方は南区社会福祉協議会まで（3月以降に）お立ち寄りください♪

☆みなみ子育てネットとは？
　社会福祉協議会が事務局となり、主任児童委員さん、子育て関連のボランティアさんや団体・
機関がネットワークをつくり、ママたちに役立つさまざまな情報提供を行うなど、南区の子育て
支援を行う団体です。お問い合わせは、社会福祉協議会までご連絡ください。

完成！！新

こんなところだョ！

１階 2階

芝生の広場

遊戯室ではピアノも弾けるヨ！　エアコン完備。幼児対象の体操クラブも
ココでやってるヨ。

おはなしでてこいの様子

きたゾー！

東又兵ヱ町3－35－1 電話･FAX ６１２－９７９５

利用時間　午前８時45分～午後５時
 ※水・金は中学生が午後７時
 　高校生（相当年齢）が午後８時まで利用可
利用対象 ０歳～１８歳未満の児童とその保護者等
休 館 日 月曜日（市立小学校の長期休業期間は日曜日）
 祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も休館）
 年末年始
利 用 料 原則として無料 ※材料費等が必要な行事あり

■交　通
　市バス「北頭」から北へ約300ｍ　
　  ＪＲ 「笠寺」から西へ約800ｍ
　名　鉄「大江」から東へ約800ｍ
■駐車場
　１１台（うち１台は障がい者等優先）
　満車の場合は近隣の
　有料駐車場をご利用ください。

南児童館の行事予定、募集情報などは、広報なごや南区版、毎月発行の
「みなみじどうかんだより」、当館ホームページをご覧ください。

南児童館は、南区社会福祉協議会が管理・運営しています。

検索名古屋市　南児童館

ちびっこルーム　乳幼児と保護者のための部屋。
 　　　　お弁当持参でゆっくり
  遊べるヨ！
図書室　読書や自習ができます。マンガもあるヨ！

幼児向け遊具とバスケットボールの
ゴールがある芝生の広場で外遊び！

遊戯室　ゲーム、パズルやぬり絵などを楽しむ
 フリースペース。暇つぶしも大歓迎！
体育室　いろいろなスポーツを楽しめるヨ。
 体育室でできること
 ※30分ずつ交代制（空いていれば延長可）
 卓球、バスケットボール、バレーボール、
 バドミントン、ドッジボール、ドッジビー、
 なわとび等　

体育室 遊戯室 ちびっこルーム
貸し出し人気ナ

ンバーワン！

メダルドリーム

南児童館



推進協通信V
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　みのり共同作業所は南区元塩町にて、1972年4月から無認可の知的障がい者作
業所として事業を開始しました。42年間、社会福祉法人ゆたか福祉会の2番目の
事業所として、地域の方たちに支えていただき、毎日元気に活動しています。
　障がいがあっても、ひとりのひととして“当たり前の生活や労働の保障”に視
点を置き、障がいを持つ方たちの｢働いて多くの人たちの役に立ちたい｣｢働いて
給料が欲しい｣「もっとゆたかに生活したい」という願いを実現するために、働
くことを軸にしながら事業を展開しています。
　障がいを持つ方たちがまさに主人公です。その一人ひとりが労働や活動を通し
てキラッと輝く時間を大切にしています。ぜひ皆さん、みのり共同作業所の仲間
たち(障がい当事者)に会いに来てください。みのりの仲間たちと一緒に活動しま
しょう。

所在地：元塩町3-1-3
TEL 052-612-6237　FAX 052-612-6271　担当者：吉田

みのり共同作業所みのり共同作業所

●平成26年度 賛助会員加入報告●
◉個人
 5,093件 4,196,000円
◉法人・団体
 352件 1,631,800円
 計 5,827,800円

（平成26年12月31日現在）

　南区社会福祉協議会賛助会員には、多くの方のご賛同をい
ただきました。厚くお礼申し上げます。
　また、本年度も熱田法人会様のご協力により、南区内の法
人会加盟事業所に賛助会員加入のご依頼をさせていただきま
した。お寄せいただきました会費は、高齢者福祉の充実や子
育ての支援、ボランティア活動の育成など、地域福祉のため
に活用させていただきます。

　きっかけは、約2年前に伝馬学区内で起きた2件の孤独死。高齢者が自宅で亡くなりまし
たが、発見は数日後。家に閉じこもりがちな方を外に連れ出す必要性を強く感じました。
　「てんま茶屋」は出入り自由な喫茶型。「気楽に来てほしい」と住民に呼びかけていま
す。推進協で取り組むことで、学区役員の他、民生委員やボランティアさん等幅広いスタッ
フがいるのが強み。「お客様担当」のホールマネージャーである男性ボランティアさんは全
体を見渡して、お客さんを空席に案内したり、お一人で来られた方への声掛け等をしてい
ます。伝馬学区推進協は、社協との関わりも深く、職員は開催日や打合せに顔を出す等、
「気軽に相談できる身近な存在」だそうです。
　「参加者を広げるには、地道な声かけが一番。一度来ていただいた方に、次は知り合いの方と誘い合って来ていただく
など、ふれあいの輪が広がるといいですね。」と伊東さん。渡邊会長は「サロンを通して、昔ながらのご近所づきあいを復
活させたい。福祉のまちづくりを、色々考えて実現するのは楽しいですね。」と意欲的。今後も伝馬学区に注目！

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。

　福祉教育とは、主に小中学校の授業の中で、車い
す体験や高齢者疑似体験等を通して福祉について学
ぶことです。今は学校だけでなく、地域住民や福祉
施設の職員向け、大人向けの福祉教育も増えてきて
います。今回、ボランティアさんの養成講座を行
います。関心のある方ぜひご参加ください。

　今回は伝馬学区のふれあいサロン「てんま茶屋」。誰でも参加可能で、世代
を超えた交流の場です。平成26年5月からスタート。月1回で、1回70人程度
の参加者があります。また今年度、学区内に「屋敷町かふぇ」、「ふれあい四
丁目サロン」というサロンも誕生しました。

福祉教育ボランティア養成講座を開催します！

伝馬学区　ふれあいいきいきサロン

日　時 …… 〈1日目〉 ２月27日(金)
〈2日目〉 ３月４日(水)
両日とも13：30～15：30（全２日連続講座）

場　所 ……南区在宅サービスセンター 研修室
(南区役所庁舎５階）

対　象 ……本講座終了後、南区内で活動できる方
定　員 ……先着20名
申込期間　2月12日(木)から

高齢者疑似体験の様子。
高齢者の身体状況や気持ちを体験します。

会場は神社内の社務所

高齢者の他、子連れの親子の姿も。

渡邊会長 伊東企画総務部長

講演「なぜ福祉教育が必要なのか」

車いす体験、高齢者疑似体験

参加費
無料

内　　容

〈1日目〉

〈2日目〉

南区社会福祉協議会(823-2035)まで！
●申込・お問い合わせ

車いす体験の様子。
ボランティアさんは段差や坂道
等で注意すべき点を伝えます。

講師　日本福祉大学健康学部
　　　リハビリテーション学科
　　　准教授　丹羽啓子氏

指導　車いす体験学習ボランティア にりんそう
　　　高齢者疑似体験インストラクター もみじ

このコーナーでは、
各学区の推進協事業を
紹介します。

地域福祉推進協議会

日　時　毎月第4土曜日　午前9時半～正午
場　所　伝馬神明社社務所
メニュー　コーヒー・紅茶・ジュース　すべて100円
連絡先　詳細は伊東さんまで（電話691-3955）

（推進協）とは？

ふれあいサロン　てんま茶屋

はつらつクラブ 　はつらつクラブとは、健康体操やレクリエーションを楽しみ
ながら介護予防や友達作りをすすめる、名古屋市から委託を受
けて実施している事業です。
(平成27年度予算の状況によっては事業内容が変更となる場合があります｡）

参加対象 市内在住の
 65歳以上の方
参加期間 4～9月
参加人数 1会場あたり22人
 （申し込み多数は抽選）
参 加 費 無料（材料費一部負担あり）
申込期間 2月27日（金）まで
申し込み 来所またはお電話ください

午前
（10時～12時）

毎週月曜

善常会
リハビリテーション

病院
星崎公民館

白水
コミュニティ
センター

伝馬
コミュニティ
センター
菊住

コミュニティ
センター

呼続
コミュニティ
センター

毎週火曜 毎週水曜

宝南
コミュニティ
センター

交流センター
道徳

毎週木曜

午後
（1時30分～
　   3時30分）

保健所の栄養士さんから栄養の話を聞
くなど専門家からアドバイスを受ける
こともあります。

乾パンでホットケーキを作りました！
調理実習もあるかも～。

　参加者と同時に、参加者さんの話し相手
など、運営のお手伝いをしてくださるボラ
ンティアさんも募集しています！特技を活
かして披露してくださる方も大歓迎です☆

参加者募集

南区社会福祉協議会（南区役所庁舎4階）
TEL（052）823－2035

問い合わせ先
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南区内で活動しているボランティアグループを
紹介していきます。

ボランティア
　　グループ紹介

　南点字新生会は、平成４年に発足したグループです。メンバーは現在
11名、週１回ボランティアルームで定例会を行っています。
　「ふれあいみなみ」「広報なごや　南区版」の点訳をはじめ、最新の
情報を新聞、雑誌から見つけ出したり、あるいは視覚障がい者のリクエ
ストに応じてパソコンで点訳を行っています。
　障がい者の社会とのつながりを確保するため、特に人名地名、外来
語、わかりにくい表現の確認など、内容をお互いにチェックし、正確な
情報の提供に努めています。
　皆さん「自分自身の勉強になる」と言っておられますが、正確な情報
をきちんと伝える地道な作業に、真剣に取り組んでいます。
　その中でも、読者の方から、お礼の言葉をいただくことがあると、大変励みになるそうです。また、読
者の要望に寄り添った情報を届けるため努力しています。
　会では、新しい仲間を募集中です。「点字に興味のある方なら、未経験者でも大丈夫、一緒に勉強しま
しょう。」（希望者は、区社協事務局までお問い合わせください）

活動風景（チェック作業）

ふれあいみなみの点訳をお願いしている南点字新生会（通称：南点会）の活動を紹介します。

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

次は、あなたのお店に訪問す
るかもしれません！！

このステッカーが目印！

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）

○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。
高齢者サロンや子育てサロン等で活用させていただきました。
○畑中圭子様より、碁盤２つ、将棋盤１つのご寄付をいただきまし
た。高齢者施設等で活用させていただきました。
○匿名の方より、車椅子１台のご寄付をいただきました。学校での
福祉教育や車椅子貸出事業で活用させていただきました。
○伊藤博彦様より、リハビリパンツのご寄付をいただきました。高齢
者施設等で活用させていただきました。
○NPO法人ブックサポートONE様より文具一式のご寄付をいた
だきました。南児童館の事業運営で活用させていただきました。

●南区防犯協会　●南福祉社交ダンス
●中電ウイング事業場祭
　　チャリティーバザー実行委員会
●宝南学区女性会
●匿名5件

お菓子の寄付を
いただきました

お菓子の配布先

近藤マネージャー

マルハン名古屋南店

地域のサロンなどで活用

　南区社会福祉協議会では、毎月マルハン名古屋南店様より、景品のお菓子の一部を、
社会貢献の一環で寄付していただいています。

　景品のお菓子は、お客様にお渡しできる期
限を過ぎると、処分するしかありません。そう
なる前に、ぜひ地域行事等で使ってもらいた
いと思います。マルハン(株)では、複数の店舗
の職員が集まって地域のゴミ拾いを行ったり、
スタッフに高齢者施設などでのボランティア
活動等を推奨しています。今後も、パチンコ業
界のイメージを明るくし、地域に認められる企
業になるためにも、社会貢献活動をすすめた
いですね。

　｢ここバリすぽっと」の拡充・推進・発展の大きな目標
である全学区設置が達成できました。今年は、サポー
ターの皆さんと1年で3回訪問活動を行いました。
　お店を訪問すると、「ちょっとしたお手伝いは既にして
いる。」と言われる事も多く、助け合いのできる南区の
温かさを知ることができました。そこで、より声のかけや
すい南区になるように、これからもここバリすぽっとの
拡充・推進・発展を進めていきたいと思います。

地域のふれあいいきいきサロン、
地域団体主催の福祉学級、
福祉まつり等

宝南学区女性会

262,042円
(平成26年9月１日～12月31日）　

総 額  

7店舗

4店舗

5店舗3店舗
明治 伝馬

道徳
豊田

大磯

呼続
菊住

桜

春日野

笠東

笠寺大生

宝
宝南

星崎

千鳥

白水
柴田

1店舗

2店舗
14店舗

2店舗

13店舗

1店舗

1店舗1店舗

6店舗

43店舗

1店舗

1月13日現在　計113件

3店舗

4店舗

2店舗

サポーターの感想

No.116ルノワール

白水町３６－１３８

広々として清潔感のある美容室で
した。段差が少なく、高齢者に
も優しいお店です。

No.117元白水米穀店

白水町２９

お店は閉めてしまったそうです
が、常に人はいるそうです。快く
引き受けてくださいました。

No.118中村商店

元柴田西町１－４２

駄菓子を買いに来る子どもが取
材中にも来ていました。温かい
雰囲気のお店でした。

　柴田学区は他の学区と比べるとお店が少なく、ここバリすぽっとがみつ
かるのか少し不安でしたが、お店を訪ねてみると趣旨に賛同してくださる
お店がみつかりほっとしました。学区を散策すると色々な人に出会え、
地域のことも知ることができました。
　南区がもっとよくなっていくようにこれからも頑張っていきたいです。

訪問時には、色々なお話が聞けます。

ここバリすぽっと

全学区設置達成！
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第 8回　ここバリすぽっと全学区設置を目指して
　1月13日(火）第3次計画サポーターの皆さんで、ここバリすぽっと0個の学区を
無くすべく、柴田学区で新規のここバリすぽっと勧誘訪問活動を行いました。
　サポーター4名と職員の5名で行い、新しく3件のお店にご協力いただきました。




