ボランティア通信 「南区ボランティアグループ情報誌」完成☆

デイサービスらしく笠寺

今回、南区社協に登録しているボランティアグループの情報をまとめた冊子が出来上
がりました！レクリエーションや子ども、障がい者、防災等、分野別に分かれた活動が
数多く掲載されていますので、
きっとあなたに合う活動が見つかるはずです。ボラン
その人らしくを全力でサポート
！ らしく笠寺の特色
ティア活動に興味関心のある方や、
ボランティアさんを希望する福祉施設の方などにお
デイサービスらしく笠寺は、平成27年9月に6周年を迎えました。ご利用者様は、
自宅の様なゆったりと
渡ししていますので、お気軽に社協までお越しください。
した生活空間の中で、各種レクリエーションを楽しんだり、
リハビリに励んでおられます。外出レクでは、
「住み慣れた地域で充実した暮らしを送ってほしい」という想いで、花見やピクニック、笠寺観音、衣類や
食料品の買い物等に出かけています。ご家族様の介護負担軽減にも全力を尽くしています。

ボランティアグループ「たねの会」のイベント紹介
災害に対する備えを重視

毎月の備蓄品点検や、
シェイクアウト訓練（「姿勢を低く」
「頭を守り」
「じっとする」という３つの安全
☆たねの会は障がいのある子もない子もすべての子どもに安全でやさしい布のおもちゃをつくり、
貸し
行動を一斉に行う訓練）、昼夜を想定した避難訓練等、災害対策を進めています。事業所での安全対策
出しや寄贈をしているグループです。
の為だけではなく、ご利用者様やご家族様が、住み慣れた地域で生活を維持する為に必要な知識や経験
を養ってもらっています。
ふれあい広場事業 布のおもちゃであーそぼ！ 〜パネルシアターの実演や楽しい布のおもちゃがたくさんあります！〜

心のバリアフリーを広げるために…
日

時：2月12日（金）

参加費無料

午前10時〜11時30分

平成27年11月に「ここバリすぽっと」
（P５参照）に登録しました。ご家族様はもちろん、地域の方も気
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）
軽に遊びに来て下さるアットホームなつどいの場を目指しています。
「新たな出会い」や「偶然の再会」が
申込不要
☆先着20名様（子どもさんに限り）には手作りのプレゼン
トをご用意しています。
あるとうれしいです♡皆さまのお越しを職員一同、
お待ちしております。

（南区社会福祉協議会内）TEL 823‑2035まで！
各種お問合せはぜひ、
ボランティアセンター
お気軽にご連絡下さい。
（定期利用の方への付帯サービスとして保険外お泊りもあります。
）

●営業日：毎日（土日祝日も休まず営業） ●定 員：１０名/日 (対象は要介護1〜5)
●所在地：南区前浜通6-20 メゾンドシェルティ１Ｆ
これから地域活動を始める方
TEL：052-619-6202 FAX：052-619-6203 〈担当者：水野浩司〉
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高齢者福祉の充実や子育て
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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
円
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は、
「地域のために何かやりたいと思った」
「背中を押された、定年退職後の活動の参考になった」
自分にもできそうな活動
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を見つけることができた」
「これから自分にできることから始めていきたい」
などなどの嬉しいお言葉をいただき、何かした
いけど何をすればいいのかわからない…と思われていたみなさんの活動のきっかけになったのではないかと思います。
今後も機会があればこういった講座を開催して、みなさんの今後の地域活動への参加のお手伝いをさせていただきた
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。
いと思います。よろしくお願いします。

地域デビュー講座開催★
賛助会員加入報告

善 意 箱

南区の地域福祉の推進に活用させていただきます。

支援相談
南区社会福祉協議会の行う 生 活156,952
南区防犯協会
南福祉社交ダンス
宝南学区女性会
有限会社安芸電設
大賀幸子 匿名5件（敬称略 順不同）

総額

円

（平成27年9月1日〜12月31日）

社協では、生活上の不安を抱えた方を対象に、資金の貸付を含めた相談事業を行っております。

○マルハン名古屋南店様より、お菓子・ジュースなどのご寄付をいた
◎子どもが高校に進学予定だが、入学金、授業料を準備できなかった。
、高齢者サロン、地域の行事などで活用させていただき
だきました。
あるいは、不時の出費で使ってしまった。
例えば どが
ました。方な
◎失業し、
就職活動しているが、なかなか採用されず、生活費が乏しくなった。
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○安藤芳徳様より、
着物、帯などのご寄付をいただきました。高齢者
ま
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り
◎家はあるが年金が少なく、生活費が足らない。
サロンなどで活用させていただきました。
象にな
対
◎借金がなかなか減らず、生活の不安が消えない。

◎悩みがあるがどこに相談したらよいかわからない。
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、
募集 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。
生活上のいろんな悩み、
不安、困りごとがありましたら、
ためらわずに一日も早く社協に電話してください。社協が関係機関、特に
宝南学区女性会様

最近開設された
「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」
と協力、連携して、あなたとともに解決策を探ります。
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から
平成２８年６月

介護保険制度の改正により

新しい総合事業が始まります！
平成２８年６月から、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「新しい総合事業」といい
ます。）が始まります。
これまで、要支援者の方の訪問介護や通所介護のサービスは、全国一律の基準により提供
してきましたが、新しい総合事業では、多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくた
め、
これまでと同様のサービスに加え、多様な担い手による新しいサービスを提供します。
また、要支援者になるおそれのある方等が利用していた従来の介護予防事業の内容も
あわせて見直し、より効果的に事業を行っていきます。
新しい総合事業では、要支援者の方や要支援者になるおそれのある方が利用できる
「介護予防・生活支援サービス事業」と、
６５歳以上のすべての方が利用できる「一般介護
予防事業」があり、皆さまの介護予防と日常生活の自立に向けた支援を行います。

介護予防・生活支援サービス事業とは？

一般介護予防事業とは？

要 支 援１・２の 方と 基 本 チェックリスト
（日常生活や心身の状態を確認する25項目の
質問等）で事業の対象者と判定された方が利
用できます。

65歳 以 上のすべ ての方が 利用できます。
保健所や福祉会館等で介護予防の知識を学
び、地 域の身 近な場 所で 介 護予防の活動を
継続できるよう支援します。

照会先

南区南部いきいき支援センター ＴＥＬ
：８１９−５０５０ ＦＡＸ
：８２３−２６８８
南区北部いきいき支援センター ＴＥＬ
：８１１−９３７７ ＦＡＸ
：８１１−９３８７

南区リハビリケアデイセンター

「こころ」
レッドコードが特徴の
新感覚のデイサービスです。
運動特化型で短時間集中!!
2次予防事業
参加者募集！

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

介護予防体操
毎日 実施中！
リハビリデイサービス

PM12:00〜
PM 2:30〜

いもと

AM
PM

9:30〜
1:30〜

「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。

休診日／祝日・土曜午後・日曜午後
詳しくはTELにて
お問合せください

TEL 824‑0120

南区前浜通7-5-1 名鉄本笠寺駅前 FAX

広告募集 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。
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。
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AM 8:00〜
AM10:00〜

送迎
あり

821-0780

