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今
号
の
内
容

平成３1年度からはじまる南区地域福祉活動計画を一緒に作っていただける方を募集します。

大磯学区にお住まいの方、
ちょっとした困りごとご相談ください♪

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。

書道の部ポスターの部

南　区　長　賞

愛 知 県 共 同 募 金 会

ポスターの部

書道の部

第６９回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールを開催しました！

佳 

作
佳 

作

上田　希美（呼続小１年）
近藤　芽生（春日野小２年）
森　　光輝（菊住小３年）
安藤　百音（千鳥小４年）
柿下日菜花（笠東小５年）
遠藤　凜輝（星崎小６年）
榊原　愛月（大江中１年）
大橋　美友（本城中２年）
高橋　　潤（本城中３年）

西川　ひな（笠東小３年）
久米ゆり花（白水小４年）
浜松明日香（菊住小５年）
小川　蓮月（伝馬小６年）
草野　真桜（本城中１年）
中野　礼菜（桜田中２年）
近藤　双葉（本城中３年）

本年度も区内の小中学生の皆さんから、書道651点、ポスター213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！

大橋　彩香
（名南中３年）

森下菜々美
（豊田小６年）

甲斐　詩苑
（大江中１年）

大矢　真実
（南光中２年）

山田ひかる
（道徳小５年）

大坪　優月
（大磯小３）

近藤　実侑
（春日野小４年）

書道の部ポスターの部
中塚　涼介（道徳小１年）
前山　莉央（大磯小２年）
大谷　遙花（菊住小３年）
大木　啓聖（大磯小４年）
岩田　遥菜（春日野小５年）
久野　史佳（大磯小６年）
足立　彩和（新郊中１年）
大島友里愛（新郊中２年）
久納　千佳（本城中３年）

丹羽　美結（笠寺小３年）
橋爪　奏実（柴田小４年）
横井　陽路（桜小５年）
德川明日香（桜小６年）
新堀　友美（明豊中１年）
竹本くるみ（大江中２年）
鬼武　　結（新郊中３年）

南区共同募金委員会会長賞

岡田純一郎
（春日野小１年）

髙栁菜乃羽
（明豊中１年）

（敬称略）

小山　優希
（大江中３年）

梅田菜々子
（大江中３年）

箱岩日菜子
（春日野小４年）

寺西　玄騎
（笠東小５年） 山下　愛花

（大江中３年）

佳 

作
佳 

作

（敬称略）（敬称略）

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。お問合せは櫛田まで。

8

事務局だより事務局だより事務局だより

「第４次南区地域福祉活動計画」公募委員募集！

区内在住・在勤・在学で福祉活動に関心があり、計画の策定後も実施にご協力いただける
方。１０名程度。
平成３０年４月から１年程度                        地域の調査や会議などに参加

専用応募用紙に必要事項を記入。２／２８（水）必着
※応募用紙は、南区社会福祉協議会窓口で配布のほか、南区社会福祉協議会ホーム
ページ(http://www.minamiku.net/shakyo)からもダウンロードできます。 
  南区社会福祉協議会　電話823－2035　FAX823－2688

日　時：月曜日～金曜日 午前１０時～１６時
場　所：大磯学区コミュニティセンター
連絡先：(052) 811-0077
相談内容：●ごみ出し　●電球取り替え
　　　 ●外出のお手伝い　●話し相手
　　　 ●見守り　など

大磯学区相談窓口

対　象

任　期 活　動

申込方法

申込・問合先

大磯学区 地域支えあい事業　相談窓口オープン！！

地域支えあい事業とは・・・？
　地域住民の「ちょっとした困りごと」をご近所のボランティアさ
んが、出来る範囲でお手伝いします。大磯学区では１１月より相
談窓口を設け、住み慣れた地域で安心した生活を送れるようお
手伝いします。

私たち「ご近所ボランティアコーディネーター」が相談に乗ります！
「ひとりでは不安…」と悩まず、まずはご相談ください。相
談は無料です。

( 地域のボランティアさんによる活動ですので、内容によってはお断りする )  ことがあります。対応できない場合は、専門機関にお繋ぎします。

名古屋
市長賞
名古屋
市長賞

ご近所
ボランティア
コーディネーター

南区社会福祉協議会
シンボルキャラクター

まいまい あいあい

平成30年2月

Vol.72　　　　　社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会
〒457-0058 名古屋市南区前浜通3丁目10番地 南区役所庁舎4階　TEL（０５２）８２３－２０３５ FAX（０５２）８２３－２６８８
ホームページ：http://www.minamiku.net/shakyo　Eメール：minamiVC@nagoya-shakyo.or.jp

編集・発行

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）

リハビリデイサービス いもとⅠ・Ⅱ・Ⅲ
休診日／祝日・土曜午後・日曜午後（日）は予約制

TEL 824-0120
FAX 821-0780

実施時間など詳しくは
TELにてお問合せください

南区前浜通7-5-1 名鉄本笠寺駅前

運動特化型

送迎
有り

いもとの「いきいき運動教室」いもとの「いきいき運動教室」

無料体験実施中 ●8:00～9:00●10:00～11:00●12:00～13:00●14:30～15:30

毎日
実施中

新総合事業

介護予防体操
ミニデイサービス
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