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平成２９年度後期

認知症高齢者を介護する家族支援事業

南区南部いきいき支援センターでは、認知症の方を介護しているご家族の支援を行っています。
各事業とも無料ですのでお気軽に参加ください。
●家族教室
（全５回）

●家族サロン

認知症の方を介護しているご家族が、認知
症の症状や薬・利用できるサービス等につい
て学ぶ家族教室を開催しています。先生から
の講義の後には、参加者と先生との交流会も
あります。他の方がどのような介護をしてい
るのか等の話も聞く事ができ、
とても有意義
な会です。初めての方も気軽にご参加くださ
い！
！
（火）
日程／①10月24日
〜ようこそ家族教室へ〜
（月）
②11月20日
〜認知症について正しく理解しよう〜
③12月26日
（火）
〜いろいろな制度について知ろう〜
（火）
④平成30年1月23日
〜認知症の方との関わり方を学ぼう〜
⑤平成30年2月27日
（火）
〜介護の体験を聴こう〜
時間／１３
：
３０〜１５
：
３０
会場／南区在宅サービスセンター

わ

の

気

元

！
！

認知症の方を介護しているご家族の方同士で、日ごろ悩んで
いる事などをお茶を飲みながら話をする会です。
（火）、11月14日
（火）、12月19日
（火）
日程／10月10日
（火）、2月13日
（火）、3月13日
（火）
平成30年1月9日
時間／１３
：
３０〜１５
：
３０ 会場／南区在宅サービスセンター

●もの忘れ相談医による専門相談
最近もの忘れが気になる家族がいる、自分のもの忘れは認知
症？など、もの忘れについて医師に相談できます。
１日３組限定
で、予約が必要です。
（火）、11月21日
（火）、12月19日
（火）
日程／10月17日
（火）、2月20日
（火）、3月20日
（火）
平成30年1月16日
時間／１４
：
００〜１５
：
３０ 会場／南区在宅サービスセンター

健康の第一歩は自分の足で歩くことから！
！

まだまだ気温の高い日が続きますが、最近は朝晩と
涼しくなり、外に出るのが気持ちいい季節になってきま
した。
みなさん、最近歩いていますか？歩くことが億劫に
なってきた方は、靴を見直すことから始めてみてはいか
がでしょうか。
今回は、
ウォーキングシューズの選び方についてご紹
介したいと思います。
ウォーキングシューズの選び方について「福祉用具の
事業所」の職員さんにお話をうかがいました。
◆ポイント①
ウォーキングシューズは、
かかとが柔らかくて、土踏
まずがしっかりと支えられ、靴先に多少の余裕がある
シューズを選びましょう。
◆ポイント②
シューズのつま先を押さえるとかかとが跳ね上が
るような、つま先の形が上に沿ったものがよいでしょ
う。ウォーキングするときに、
かかとからつま先へ体重
が移動する動作を助けてくれます。

◆ポイント③
かかとは 丸く削 れて いるも の がよい でしょう。
ウォーキングでは、かかとから着地するとき角度がつ
いているので、丸くなっているほうが衝撃が少ないの
です。かかとの部分を強く押すとつま先が持ち上がる
のがよいでしょう。
まずは、形から！
！
自分に合うウォーキングシューズをみつけて、
秋のウォーキングを楽しみましょう♪

〜南区おでかけ紅葉スポット〜
わたしのお気に入りは、呼続公園。
曽池のまわりには、色づく木々や地面に
重なる落ち葉や木の実。
秋の訪れを目に見えて感じることができます♪
みなさんもぜひ行ってみてください。

南区南部いきいき支援センター

（南区在住 女性）

南区前浜通３−10 南区役所庁舎4階

電話 819−5050 Fax 819−1123

facebookやっています。 https://www.facebook.com/minamikunanbu/ 「いいね」
してね！
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アーチさくら・アーチしばたの紹介
わたしたちは2004年1月より名古屋市指定事業所
「アーチさくら児童デイサービス」
として開所しました。その後障害
者自立支援法施行で愛知県指定、
また児童福祉法に位置づけられて名古屋市指定となりました。2011年8月には
「アー
チしばた児童心身発達センター」
を開所しました。
『アーチ』
という名前には、子どもから大人への、障がいのある方と社会との、今日から明日への、
「虹の架け橋」
になり
たいという、私たちのこの仕事にかける願いを込めています。

アーチさくら児童デイサービス

アーチしばた児童心身発達センター

アーチさくらは見晴町にありま
す。児童発達支援、放課後等デイ
サービスを行っている事業所で
す。主に小学生〜高校生の子ども
たちが毎日10名ほど学校の後に
通っています。子どもたちが笑顔
ですごし、笑顔でご自宅へ 帰って
いくことを目標に支援を行ってい
ます。毎日行われる取り組みは、つねにゲーム性を持た
せ、子どもたちが知らぬ間に楽しみながらコミュニケー
ションや生活する力を身につける場所になっています。取
り組み内容は発語音楽療法、おやつづくり、工作、感覚遊
びを行っています。休日は外食や社会見学を行っていま
す。近くには笠寺公園があり、よく利用しています。子ど
もたちに特に人気の取り組みはおやつづくりです。ホーム
ページもあるのでぜひご覧ください！

アーチしばたは柴田本通りにあ
ります。児童発達支援、放課後等
デイサービスを行っている事業所
です。毎日約10名の子どもたちが
保育園、小学校の後に通っていま
す。主な活動内容は発語音楽療法
（堀田メソード・ことだま塾）、おや
つづくり、創作活動、お買い物練
習を行っています。特に人気のある活動は発語音楽療法
（堀田メソード・ことだま塾）
です。一人ひとり個性豊かな子
どもたちが、将来社会にでたときに困らないように、今で
きることを大切に支援しています。また、一人ひとりの居
心地の良い場所になるように…と毎日想っています。子
どもたちの家族も大切にしています。お母さまとのコミュ
ニケーション、きょうだいとの関わりの中にヒントをもらい
ながら日々子どもたちと向き合っています。

連絡先

担当：小澤

TEL：811-2949

連絡先

担当：赤崎

TEL：613-2949

平成28年度 南区社会福祉協議会 決算報告
収入

366,290,669円

福祉会館

（13.0％）

児童館

（9.0％）

はつらつクラブ（2.8％）
法人運営

（26.3％）

デイサービス
（36.8％）

地域力再生事業（0.8％）
SC管理（1.3％）

高齢者サロン整備等事業（0.4％）
地域福祉基金（6.0％）
法人運営収入
（補助金、賛助会費等）
はつらつ長寿推進事業受託金収入
地域力再生事業補助金収入
在宅サービスセンター管理補助金収入
貸付事業補助金収入
高齢者サロン推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
寄付金収入
デイサービス介護保険収入
南児童館受託金収入
福祉会館受託金収入

312,566,359円

福祉会館

（12.6％）

児童館

（9.7％）

貸付（0.5％）
共同募金配分金（3.1％）

法人運営 ……………………
はつらつクラブ ……………
地域力再生事業 ……………
SC管理 ……………………
貸付 …………………………
高齢者サロン整備等事業 …
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 ……………………

支出

はつらつクラブ（3.1％）
法人運営

（25.5％）

地域力再生事業（0.9％）
SC管理（2.1％）
貸付（0.9％）

デイサービス
（34.0％）

高齢者サロン整備等事業（0.5％）
共同募金配分金（3.7％）
地域福祉基金（7.0％）

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
地域力再生事業 …………… 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
高齢者サロン整備等事業 … 高齢者サロン推新事業にかかる経費
共同募金配分金事業
共同募金配分金
……………（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
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