
児童生徒作品コンクール

ガチャガチャ式募金箱

＊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。14,329,000円です。

 (歳末たすけあい募金を含む）

妖怪ウォッチと一緒に妖怪ウォッチと一緒に を盛り上げよう！を盛り上げよう！赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

平成27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1日(木）から10月 
30日(金)、愛知県共同募金会作品コンクール南区代表作品は、11月2日(月)から11月30日(月)まで
南区役所１階情報コーナーで展示予定です。(土日祝除く）
　また、代表作品のうち、入賞した作品は、10月1日(木）から10月13日(火）までNHK名古屋放送
センタービル１階（プラザ）において展示予定です。１月に開催する赤い羽根「ここバリ作品展
2015」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月より、楽しみながら募金できるガチャガチャ募金箱が南区役所庁舎１階の
エントランスに設置されます。
　南区社会福祉協議会や南区役所のキャラクター缶バッチなどがもらえるよ。ぜひ
チャレンジしてみてね！

 ケアマキス柴田とは
　南区柴田本通にある特別養護老人ホームです。「その人らしく生きていただく」
の理念のもと、力を入れているのが「外出」です。ワイドビューひだでの高山日帰
り旅行や、年末にデパートのバーゲン、ご家族様と小旅行に出かけたり。これまで
普通に楽しんでおられたことをどのように継続するかにこだわっています。

 併設のショートステイ
　ご家族様のご要望に応え、ご利用者様にもご満足いただけるように、以下の
ことに力を入れています。「土日の送迎あり」…別料金なしで、南区、港区、緑
区、熱田区、瑞穂区へ。（他地域も応相談）「緊急時も迅速に対応」…ご家族様
の急ぎの事情にも対応。「滞在中はリハビリもしっかり」…理学療法士が付き添
い、ご利用者様向けのリハビリを実施。

　地域貢献活動
　毎月第三土曜日に「なんでも相談会（ケアマキス・カフェ）」を開催。楽しみなが
らできる運動や、生活アドバイス、美味しいコーヒーを飲みながらの話し合いを通
して、もしものとき誰にどう相談して良いかなどの問題を一緒に考えています。
　今後も地域の皆様に役立ち続ける存在でいられるよう、職員一同努力して参
ります。

赤 い 羽 根 協 賛  

平成26年度 南区社会福祉協議会 決算報告が登場！
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収入 支出 275,360,186円323,552,460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
地域支えあい事業……地域力再生事業補助金収入
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 ……………地域福祉推進事業（推進協事業助成・サロン助成、
ボランティア支援等）

はつらつクラブ ……はつらつ長寿推進事業にかかる経費
地域支えあい事業……地域力再生事業にかかる経費
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

なんでも相談会（ケアマキス・カフェ）の様子

法人運営

はつらつクラブ

地域支えあい事業

SC管理

貸付
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平成26年度南区の実績額  14,330,028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、あかのれん内田橋店、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、みのり共同
作業所　（敬称略・順不同）

平成26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） 所在地：南区柴田本通4-15  TEL：052-693-5461 FAX：052-693-5462
見学・ご相談 歓迎します。 お気軽にご連絡ください。

特別養護老人ホーム ケアマキス柴田特別養護老人ホーム ケアマキス柴田

募集

みなさんも“声かけ隊”になりませんか？？

Q．誰が対象なの？

桜学区 地域支えあい事業　～おたっしゃかねプロジェクト～

白水学区 地域支えあい事業

　桜学区では平成27年10月から事業が開始します！そこで事業開始の準備と
して事業の担い手作りである、認知症関連講座の「おたっしゃかねプロジェク
ト」が始動しました。この「おたっしゃかねプロジェクト」は南区北部いきいき
支援センターと介護支援センターなごみと南区社会福祉協議会の協力のも
と、全４回の連続講座で開催。桜学区では今までに、災害や災害時要援護者
に関する学習会や、日常の見守り体制を構築していく「ふれあいネットワーク
活動」の検討会等を行ってきました。そこで今年度はより専門的に災害時要
援護者のことを学ぼうということになり、とくに認知症についての理解を深
め、地域全体で支えていこうということになりました。10月の本格的開始に
向け、「おたっしゃかねプロジェクト」の講座で得た知識を活かし、多機関協力体制のもと、桜学区を誰もが
「おたっしゃかね」と言いあえるような地域になるよう、協力していきたいと思います。

　「“声かけ隊”活動」とは、あいさつを通して人とつながるきっかけを作り、やさしさのあふれるまちづくりを
進める活動です。「お隣の人の顔を知らない」など、地域関係の希薄化が深刻になっている現代で、一人ひとり
が地域とつながり、いざという時に支えあえる関係の基礎をつくるための一つの活動として、“声かけ隊”活動
を推進していきます。
　7月28日、第１回“声かけ隊”養成講座を駈上住宅で行いました！！駈上
住宅の住民の方、民生委員さんなど合計１9名の方が参加してくださいま
した。
　参加された方には、“声かけ隊”養成講座終了証と缶バッチを進呈し、
ご自分のお住まいの地域でご自分のできる範囲で“声かけ隊”活動を
行っていただきたいと説明しました。
　今後も“声かけ隊”養成講座を開催していきます。関心のある方はご連
絡ください。 お問い合わせ  南区社会福祉協議会 TEL 823-2035

　白水学区地域支えあい事業は、平成26年11月から開始しました。
今年度は「ふれあいいきいきサロン」の立ち上げや、認知症を
テーマにした「ボランティア養成研修」を開催する予定です。

　白水学区では、着々とサロン立ち上げの準
備をしています。会場の選定、ボランティア
募集、他学区のサロン見学、内容の打ち合わ
せを進めています。誰でも気軽に参加でき
る、地域に根付
い た サ ロ ン に
なってほしいで
すね☆サロンに参加したい、関わりたい方には、南区にあるサロン一覧がありますのでご案内します。

サロンを始めてみたい方には、開設助成金や運営助成金などの制度がありますのでお気軽になん
でもご相談ください。

推進協通信V
ol.４

地域支えあい事業特集
第３次

地域福祉活動計画

講座には多くの方が参加し
熱心に講義を受けています。

リサイクルボランティア活動の様子

日にち

高齢者サロンと子育て中親子の異世代交流会 神社の社務所で行われる共生型サロン自宅を開放して行われる高齢者サロン

6 月14日

7 月12日

8 月 9 日

11月１日

介護保険制度の講義

高齢者の相談事例紹介、見守り支援員についての講義

認知症サポーター養成講座

はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練

内　　容

サロン立上げに向けて打合せ

●相談窓口
　生活に何か困りごとや不安をかかえる方、
　一人で悩まず相談してください。 
　日時　毎週火～日曜日
　　　　午後１時から４時まで
　場所　桜コミュニティセンター
　　　　（℡ 822-4339）

●活動内容
　ふれあい給食会、リサイクルボランティア
（見守り活動含む）、ふれあいいきいきサロ
ン事業、生活支援活動等

A．家に閉じこもりがちな高齢者や、障がいのある
方、子育て中の親子などが対象です。
近所の人達や地域団体、ボランティアと一緒に
作っていきます。

Q．どんなことをするの？
A．気軽に楽しい時間を過ごし、ふれあいを深める地域のみなさんの交流の場ですので、細かい決
まりごとはありません。おしゃべりだけのサロンや喫茶型、簡単な創作活動や歌を歌うサロン
など様々です。

Q．どこで行うの？
A．コミュニティセンターや公民館やマ
ンションの集会場や社務所、ご自宅
など身近な場所で集まって行ってい
ます。

名　称　サロンみ
よし

内　容　お茶やコ
ーヒーを飲みなが

ら

 楽しく交流☆

開催日　月１回　
第３木曜日

 9：30～11：30

会　場　県営三吉
住宅集会所

 （南区三吉町2丁目
84-1）

対象者　お年寄り
から子どもまで誰

でも参加OK

参加費　１回 １０
０円

11/19（木）堂々オープン！

みんなが集まって楽しい「地域のお茶の間」「たまり場」です！！

ピックアップ

ふれあいいきいきサロン

電話でもOK！

ご相談ください！ ふれあい・いきいきサロン
ふれあい・いきいきサロンに関する悩み事、困り事などがありましたら社会福祉協議会へご相談ください！

●相談窓口
　福祉の困りごとがあったら、コミセンに行ってみよう！ 
　日時  毎週　月～金曜日　午後１時から４時
　場所  白水コミュニティセンター（℡ 611-3328）

「ふれあい・いきいきサロン」とは？
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広告募集

南区リハビリケアデイセンター南区リハビリケアデイセンター

運動特化型で短時間集中!!

南区前浜通3-23（南区役所の前）
TEL：052-613-8271 
FAX：052-613-8273

2次予防事業
参加者募集！

「こころ」「こころ」

1枠1回5,000円。ただし本会会員は20％割引となります。お問合せは山根まで。

レッドコードが特徴の
新感覚のデイサービスです。

介護予防体操
毎日実施中！
介護予防体操
毎日実施中！

リハビリデイサービス いもとリハビリデイサービス いもと

●AM  8:00～
●AM10:00～
●PM12:00～
●PM  2:30～
●AM  9:30～
●PM  1:30～

休診日／祝日・土曜午後・日曜午後

TEL 824-0120
FAX 821-0780

詳しくはTELにて
お問合せください

「得トク運動教室」の認定終了後でも、1ヶ月２，０００円（週1回）で
継続参加していただけます。

南区前浜通7-5-1 名鉄本笠寺駅前

送迎
あり

※当日の開催状況については、南区社会福祉協議会のホームページ
　または、ブログでご確認ください。（午前７時頃更新予定）
※当日の開催状況については、南区社会福祉協議会のホームページ
　または、ブログでご確認ください。（午前７時頃更新予定）

午前10時～午後2時
大江川緑地・東広場
南区社会福祉協議会まで

場所

問合せ

時間

10月25日日日小雨決行※

●ステージ　●模擬店　●ゲームコーナー
●ボランティア体験コーナー等

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。
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総 額　4,473,737円
(平成27年4月１日～8月31日)

ぜひ、皆さんお誘い合わせのうえ、ご参加ください。ぜひ、皆さんお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

ウォーキングからの参加

ふれあい広場のスタート

午前10：00～

午前11：00～

★1500名様
に

　 参加賞進呈
！！

★1500名様
に

　 参加賞進呈
！！

豪華景品が当たる
ビンゴカードも配布

さわやかウォーク …………………………………… P.1
赤い羽根共同募金が始まります …………………… P.2
推進協通信vol.4 桜学区・白水学区地域支えあい事業 …… P.3
夏季ボラ講座報告／地域デビュー講座お知らせ…… P.4

ここバリ通信 …………………………………………P.5
声かけ隊／ふれあい・いきいきサロン ………………P.6
会員施設紹介／決算報告……………………………P.7
事務局だより／善意箱 ………………………………P.8

今
号
の
内
容

まいまい・あいあいグッズ、マグネット新発売！！
　みなさんおなじみ南区社協のシンボルキャラクターの「まいまい・あいあい」のグッズ
ですが、社会福祉協議会窓口で随時販売していることに加えて、今年度初めから新たに洋
菓子屋のパティスリードゥドボワ（加福本通1-1）でマカロンコインケースの出張販売も
行っており、おかげさまで大変好評をいただいております。
　さてそんな大人気のグッズですが、今回新たに新商品が発売されることになりました。冷蔵庫等につけることができるマグネッ
トです！まいまいあいあいの形をしたとてもかわいらしいこのマグネット、10月から２個セットで200円で売っています！
　またマカロンコインケース、ストラップ、置物、財布も今までどおり社協で売っていますので、そちらも引き続きよろし
くお願いします♪またグッズを作成してくださっているボランティアグループ「まいの会」の会員も大募集中です！グッズ
や「まいの会」に関するお問い合わせは社協まで！

○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、地域の行事などで活用させていただきました。
○NPOブックサポートONEより、文房具一式のご寄贈をいただき
ました。児童館運営で活用させていただきました
○藤ヤス子様より、マッサージチェア等のご寄付をいただきました。
本会デイサービスで使わせていただきました。
○匿名の方より、車椅子、大工道具、毛糸、着物、帯などのご寄付を
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。

『認知症になっても大丈夫！フェア』を開催します！

「認知症になっても南区で暮らしていれば大丈夫」と思える地域をつくるために、認知症への理解を深めましょう。5回目と
なる今年は、「認知症の人を支えるためにできること」をテーマに開催します。お誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。
内　容　①朗読劇「どうすりゃいいの？こんな時…」（13時30分～）　②基調講演「こんな時のための成年後見制度」（14時30分～）
　　　　　情報・相談コーナー　弁護士、薬剤師会、成年後見あんしんセンターなどによる各種相談ブース、高齢者施設等による作品展示もあります。
 参加費　無料／事前申込　不要
照会先  南区南部いきいき支援センター　ＴＥＬ：８１９－５０５０　ＦＡＸ：８２３－２６８８

第5回 

グッズ紹介

11月28日（土） 11時～16時（開場：11時） 南区役所　1階ロビー・2階講堂場 所日 時

新商品のマグネット。
いろんなところに飾ってね♪

南区社会福祉協議会では、地域福祉活動を充実するために、寄付を募集しています。皆さまのご協力をお待ちしております。募集

カラオケ同好会すずめの学校様中電ウイング事業場祭
チャリティバザー実行委員会様

・名古屋ヤクルト販売㈱南区中央センター・氷室センター　・南区地域女性団体連絡協議会
・南区春日野学区女性会・中電ウイング事業場祭チャリティバザー実行委員会・
・カラオケ同好会すずめの学校・長野 昭吉・南福祉社交ダンス・匿名4件（敬称略　順不同）

ふれあいみなみは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

南区社会福祉協議会
シンボルキャラクター
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さわやかウォーク参加費無料

第34回 南区障がい者と区民のつどい第34回 南区障がい者と区民のつどい みんなで来てね。

「さわやかウォーク」は、障がい者と区民が
集い、歩き、ふれあう交流の場を設けること
により、福祉の輪を広げる事を目的として開
催しています。
ぜひ、皆さんの参加をお待ちしております。

「さわやかウォーク」は、障がい者と区民が
集い、歩き、ふれあう交流の場を設けること
により、福祉の輪を広げる事を目的として開
催しています。
ぜひ、皆さんの参加をお待ちしております。

カーマ元塩店さんの2階駐車場のみを当日10：00～14：30までお借りしますが、できるだけお車での来場はご遠慮ください。
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公共交通機関：市バス「星崎」下車北へ徒歩5分

ふれあい広場 会場

ウォーキング スタート／ゴール
大江川緑地・東広場（国道23号東側）
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この広報紙は区民の皆さまの賛助会費および共同募金の配分金によって作成されています。

〈広報誌の音訳・点訳〉音訳CDやテープ、点字図書をご希望の方は、南区社会福祉協議会までご連絡ください。（申込料 無料）




