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民生委員との連携が強い

依頼があればすぐ活動に

いけるよう、相談窓□を気軽に

集える場にしていきたい

自治会と連携が強い

コミセン開設日に

窓□を開設している

各学区の活動え憲や

PR方法を無れて、

とマ色馨考になつた。

責翼三基妻子

ボランティア内容は、電球の
取替えやごみ出しなどが中心

ゴζ一破学置の

よづlI、 晨唐会

とめ連 も

大鋳だと感した。

=表面にはなかなか出てこないが、個々に問題を抱えている人は多くいる

どんな形で広報をすれば広まつていくのか…工夫をしていきたい

地域の方々に喜んでいただければ、メンバーも嬉しい

F振支:8:ら :子38:899: 名策直粗輛
MAIL.meitovc@nagoya― shakyo.or.jp

名東区では4学区 (梅森坂、ヨ1山 、藤が丘、北―社)で実施されている
″
地

域支えあい事業
″
。今回初めて開催された「地域支えあい事業実施学区交

流会」に取材に行ってきました。参力0者は、各営区の役員の方やボランテイ

アコーディネーターさんなど合わせて14名 。各学区の取り組み内容やPR

方法などを発表していただき、地域の特性や住民構成に合わせた特色の

ある取り組みや、共通点など様々な話を聞くことができました。

のぼりを立てて

相談窓□をPR

学区の福祉事業を紹介する
「ふじがおか見守り通信」を
発イテしている

どの学区でも、皆さんの工夫や努力を感じました。

しかしまだ周矢0は徹底されておらず、近所の人と顔

を合わせる機会も湖ってきた中で、利用するにはあと

1歩勇気がいるなと感じました。周りの人をいかに取

り込むかといった、担い手の確保も大変かとは思いま

すが、ボランテイアさんのやりがいにも繋がると思う

ので、もつと広まっていけば良いと思いました。

各単区コミュニティセンターで
開設しています。気軽にこ相談ください1 '
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月:9時～ 12日寺/木 :13時～16時  月・木 :13時～16時
丁EL:080-4522-4876         TEL:090-1744-6440
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水・金:9時～12時    コミセン開館時間(9時半～161寺半)

TttL:080-3063-7705  TttL:052-773-5533
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i地域支えあい事業の実施
・ふれあい。いきいきサロンの整備
‐
高齢者はつらつ長寿推進事業の実施

=地域福祉推進協議会への支援
‐ふれあい給食サービス事業への支援

=めいとうボランティア展の開催  =ふれあい交流会の開催
ユ福祉教育の推進 ・災害に備えたボランティア活動の推進

・60歳の門出を祝う会～還暦式～の開催 (※ 右ページ参照)

・めいとうライフサポーターズ講座の開催 (※ 右ページ参照)

・   子育て当事者が参力]できる場の創出
・福祉情報の充実及び広報。啓発促進

・名東児童館の運営 ・各種団体事業への助成
,障がい、低所得世帯への貸付

=赤い羽根共同募金運動への協力 (※ 下記参照)

畏寿確達事業の実施

萎法人の運営
(在宅サービスセンター管理含む)

65,326千 円

'名
東児童館の運営

39,777千 円

地域福祉活動の推進
(ボランティア活動の振興含む)

18,567千 円
1各種福祉事業 (助成事業等)

そ魃籠倅事糞
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華市補助金 -14,458千 円 ■会費・賛助会費・寄付金

市社協助成金 50,737千円         1'612千 円

■受託金 (市・県社協)  華事業収入幌童館)1,214千円

48,963千円 it繰越金 ―――-5,671千円
7,966千円

な共同募金配分金

三_             ,966千 円
藁その他

-7,581千
円

い   同  。 末た |ナあり 金運動実績報告
皆様からお寄せ tヽ ただいた募金は、名東区の地域福祉活動を始め、社会福祉施設の支援や地域福祉推進

のた      動に役立てられます。多大    をありがとうございました。

赤し    募金・…・9,732,   円                ■
・ 戸別募金 ―・・7,861,875円   ●職域募金 ……… 7ヽ9,153円

・ 法人募金・。―・・639,300円   ●学校募金 ―・・…883,341円

0街頭その他 ,・ ―,269,119円

サービスの実鐘

ひ と こ と     ]    ]畠 分が使っている 緻名前・・圏 ・覇J作用歴・アレルギーの有 など|こつしヽて記入できる手 でず。自分
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還暦という人生の節目を迎えた方々をお祝いするとともに、地域活動のきっかけづくりと

することを目的で開催している60歳の門出を祝う会は今回で5回目となりました。

今回は記念講演の講師に女優で戸板女子短期大学客員教授の菊池桃子さんをお迎えし、

約250名 の方にご参加いただきました。そのほか、ボランティア団体等の活動紹介や愛知

東邦大学吹奏楽団の記念演奏、いきいき支援センターの相談ブースなどが催されました。

市内で唯―名東区のみで開催されているこの行事に対し、「60
歳の門出として、明日よりがんばっていく気持ちが持てた」等の声を

いただいています。

式典の終了後には、「区民交流還暦パーティー」も開かれ、中学校

のクラスメイトとの再会などもあり、とても盛り上がりました。

愛知東邦大学吹奏楽団による
記念演奏

めいとうライフサポーターズ講座とは、日常生活の困りごとを抱えた方々を支

援する担い手を養成するため、介護や福祉の基礎知識を学ぶ 2日 間の講義と施

設見学との3日 間の講座です。今回は]0代から80代まで様々な年代の方が受

講され、6名の方に修了証をお渡ししました。

修了者の方には今後は生活支援の担い手やそれぞれの地域で地域活動やボ

ランティア活動などできる範囲で関わっていただけることを願つています。

ボランティア団体の活動紹介 区民交流還暦パーティーの様子

2月 24E3(日 )

‐      2月 24日 (日 )に名東スポーツセンターで、「第2ア 回めいとう福祉まつり」

が開催されました 1

お天気にも恵まれ、春の気配を感じられた日曜日。約3500名の方にご来場いただ

き、盛況のうちに終わることができました。ステージ・模擬店。バザー・体験ブースな

ど、老若男女問わず多くの方に楽しんでいただくことができたのではないでしょうか。

毎年、年明けから「今度の福祉まつりはいつ?」 と問い合わせが入るほど、認知度

のあるこのイベント。誰もが楽しめる

「福祉まつり」をこれからも一緒に作り

3月 9日 (土 )。 16日 (土 )。 17日 (曰 )

饒 轟

楽しく学ぶことが

できました。

`ス テップアップのため

, 参加して良かった。

地域包括ケア   |

システムについて  |

よくわかつたO   I

体ヽ験コ
~す

「

お1書 を正 |こ 伝えることができるので、1儀 |こ まと録、  時勢みでなく蓄段の夕1出時や災害鞭 こち 帯することが重 です。
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2019年 4月 24日 (水)木本1病院3階会議室

6月 13日 (本)名東区在宅サービスセンター研修室

9月 12日 (本)名東区役所第8会議室

11月 14日 (本)名東区役所第3会議室

2020年 1月 22日 (水)木村病院3階会議室

3月 24日 (火)名東区在宅サービスセンター研1参室

高齢化の進展に伴い、2025年には全国で約675万人もの人が

認知症になると推計されていま幌 これは、65歳以上の5人に¬人と

いう害J合 で、決して他人ごとではありません。

認知症の方を支えていくには、家族や医療・福祉関係者だけでは

なく、地域の方々の協力が大きな力となりますしいきいき支援センタ

ーでは、認知症に対する理解を深め、正しい接し方を学んでいただく

ために「認知症サポーター養成講座Jをおこなっていま曳 今年度の

定期開催は6回を予定していま視
儘東区自立支援連絡協議会で |ま 、名東区区政運営

方針に げ6れている、 産 品の  問拓支 の

一 として、嘔東LXに お住いの がいのあるみなさん

が つている事 所さんで取り う  の情報を、
‐  というカタログにまとわ 事 容

託されています(平成22年度より)。 舎年度、4国国の

改訂を実施 し、2用 に発行 し

ております。

名東区役所福祉課、名東保健

センターなどで配布をするほ

か、カタログの内容奄パネルに

した展示を区役所で行なしヽ、広

く区民のみなさまに、 がいの

あるみなさんの活 を知つて

いただくとともに、個性ある

品の数々にご 味を持つてい

ただけたら、と考えています。

蘭部

北部

商部

ll‐ 吉「

南部

北部

※開催時間13:30～ 15100
※事前申込制です。参加希望される方はいさいき支援センターまでご連絡ください。

墓妻婁曇≧請警百幸家層
・

=

開催場所、国時、人 等、ご都合に合わせて講座を開催します。

詳しくは、いきいき支援センターまでお問い合わせください。

鴨康
近くにスーパーがなくなかなか買い物に行けない、という方も多いのではない

でしょうか。今回はコンビニにある材料で簡単にできるオムライスをご紹介し

ます。煮る 。切る 。計量といつた作業をすべてカツトした、簡単料理/

いつもとは少し違つたオムライスを作つてみませんか?颯 口 ‐   ■町 ●・
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ポウノしに卯を溶き、

豆と混せる

電子レンジ500Wで
1分カロ熱

ニボウノしの縁から

卯をはがし、

さらに1分カロ熱

=表示どありに

解凍した

千キンライスを

卯の中に

入れ混せる

500Wで 1分カロ熱を
2～3回 ほど繰り返す

冷凍チキンライス

ミックスビーンズ

,口 2イ固

※材料費250円 程度
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お寄せいただきましたこ

寄付は、地域福祉の推進

を目的とした社会福祉協

議会の事業に活用させ

ていただきます。

寄 付 者 一 覧 【平成30年 12月 16日 ～平成31年 3月 15日 受付分、順不同、敬称略 】

社会福祉協議会では、区内

のイベント情報やボランティ
三 ァに関することなど様々な

情報をお知らせしています。

チラシを置いていますので、

`お気軽にお越し ださい。

所在地 名古屋市名東区上社1丁 目802番地
上社ターミナルビル2階

TEL 052‐ 726…8664
FAX 052‐ 726…8776
MAIL meitovc@nagoya― shakyo orip

書めいとう福祉まつり実行委員会 様
晉亀の丼保育園 様 0遠藤 絢子 様
書伊藤 和幸 様  晉名古屋市立名東高等学校生徒会 様
番丹羽 凱子 様  塞匿名 2件
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