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10月1日から
赤い羽根共同募金運動が始まります。

今年もみなさまからのあたたかい

ご協力をお願いいたします。
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-49 12，609，000円

一般募金目標額一一 10.445.000円
歳末募金目標額一-2.164.000円

「ジブラルタ生命保険側 名古屋中央支社藤ヶE蛍

業所J社員とご家族の皆様にご協力いただき、地

下鉄藤がE駅周辺にて街頭募金を実施しました。 〈令和元年度共同募金運動ポスター〉

今年も区内の小中学生の皆様から応募していただいた書道・ポスターの作品を、

名東区役所1階ロビーにて展示いたします。

西山小、名東小、高針小、猪高小、藤がE小、香流小

猪子石小、梅森坂小、蓬来小、本郷小、貴船小、極楽小

①11月 5日(火)- 8日(金)

②11月11日(月)-15日(金)

③11月18B(月)-22日(金)

④11月25日(月)-29日(金)

上社小、豊がE小、引山小、平和がE小、前山小、北一社小、牧の原小

すべての中学校

※名東区役所の開庁時間(午前9時~午後5時)にご覧いただけます。

ありがとうメv恒ージの一部を紹介ルまヨy・・+++++++++++++++++++++++++
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・手をつなぐ育成会 ・学区連絡協議会

[障がい児育児サポート支援事業J ~， .. ・・・・・ir学区敬老行事J
障がいを持つ幼児の保護者の方達が'悩みや思いを話すことによって 例年どおり敬老会が開催できまし

少しすつ前向きな気持ちになっていく様子を見ると、この事業が大切 ・・・・回開咽岡田・ た。猛暑が続いた後にもかかわ5す
であると感じます。共同募金をいただきありがとうございました。-溢凪格調層圏圃 例年どおり多

『障がい児学級・養護学校卒業生の卒業を祝う会事業』

皆様からの温かいご支援のおかげをもちまして、今年も「卒業を祝
う会J;を開催できました。たくさんのご、祝辞をいただきまして心あたた

企「卒業を祝う会j
の様子

まる雰囲気の中、卒業生を祝福することができました。心より御礼を申しあげます。

数の方に参加
していただき
ました。

学区敬老会の

様子炉

1:I:tl 10月17日(木)10:00-16:00 
E割 イオンメイトピア庖 1階中央催事場(譲渡??す



グ 雰巳咽際関募金の使い道

@ 赤い羽根共同募金実績額 11，726，512円

・一般募金実績額...9，732，788円 ・歳末募金実績額...1，993，724円

• 

共同募金運動は、人々が安心して暮らすことのできる福祉コミュ二ティづくりを目指して、協力し合う「助け

合いjの運動です。皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします。

お寄せいただいた募金は今年度、名東区の地域福祉の向上に約73%(8，538，512円)が、県内の社会福

祉施設の整備や団体の事業に約27%(3，188，000円)が下記のとおり活用されます。

ーは』症の~l:守~Ir宰己的，)~，沼畑・・・ -i L:19f:チt~lrf'J1'I)J~沼岡

(2，130，000円)

-民生委員・児童委員の活動支援
・ふれあい給食サービス事業活動支援
.ふれあい・いきいきサロン等

地域福祉推進のための活動支援など

官E司うま:='{I)Jjq，~]同・・・・・・・・・・・・・・・・
-. . . . . . . . . . 

(1，278，000円)

-ひとり暮らし高齢者友愛訪問事業
.老人クラブ活動支援
・学区敬老事業 など

(3，188，000円)

-社会福祉施設の整備費
.社会福祉団体の事業費

-募金運動推進活動費など

EEヨêl~f;-~ig沼?ft己F)Jt:l，珂岡・・

(720，000円)

-共同募金PR活動費

-共同募金運動資材費 など

• • • • 

固H.llI町'忠君事由'J/:t.沼岡・・・・ー
(455，000同)

-広報なごや区版点訳事業

-障がい児・者団体活動支援 など

.古~~Ji:i'量，11ョtll1個・・・・・・・・
(1，851，724円)

-地域福祉推進協議会活動
-小規模作業所歳未行事支援

など

E';~語専属坦ゆIJt:l.沼岡・・・・・・・
(2，103，788円)

-子ども会活動支援
.子育て支援活動事業
・保育園備品整備事業 など

ーー

-~UJ亨苦言咽LF-~~~.

子どもから高齢者まで皆さんが楽しめる体験が

いっぱい|トぜひお越しください。

l=bJ 10月26日{土)1 0:00......12:00 ~盛 J
E霊3梅森坂小学校(名東区梅森板4・201) 軍曹

地下鉄星ケ丘駅から市バス梅森荘行き 「 いずれも
または地下鉄本郷駅から市i~ス地下鉄平針行き ..r--r梅森荘J下車すぐ

曳 [主な内容 ]

*血管年齢測定 合革細工体験

*福祉なんでも相談 *地域支えあい事業ブース

*移動児童館(ゲームコーナ一、乳幼児向け工作)

*障がu、者スポーツ体験(ポッチャ、スポーツ吹き矢)

*ホーJレインワン大会・つなひき大会 合将棋大会

合模擬庖もあるよ!(たません・ブランクフノレ卜・おでん・飲み物)

-・1i'Wif，，'f，iUl.-aJjiiiiiC::tt4，局長ヨ・

「どんなボランティアさんがいるのつH自分1こも何かでき

そうな活動あるかな?Jと感じている方をはじめ、誰でもお

気軽に参加していただけるイベントです。名東区で活躍され

ている方との楽しい出会いの場に、ぜひお越しください。

lrnJ 11月16日(土)1 O:OO~15:00' 
Eヨヨ 藤が正リニモス広場(地下鉄「藤が丘駅j東側)

@ 容 ・ボ.ランティア団体ヤ施設のブース r: 
・演奏ヤダンスなどのステージパフォーマンス

・マジックヤ牽いすなどの体験コーナー

・スタンプラリーで景品ゲット

回回巴回国国図[l，"¥のちの電話]365日・24時間、いつでも、誰でも不安や悩みを相談できる無料ダイヤルです。相談員は研修を受
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/ 
官憲華ヨヨjI~U官副長重

¥ 

第4次名東区地域福植活動計画はじまりました!
「誰もが自分らしく暮らせるまちヘ~学ぶ・伝える・つながる~Jという基本理念のもと今年度の4月からスタート

したこの計画は、 2019年~2023年の5年間を通して4つのプロジェクトチーム (PT) Iこ分かれて活動をして

います。今回はプロジェクトチーム会議に取材に行ってきました!

rk 
口ちャんこ.(※)PT'口困りごと相談・生活支援PT問』

「地域と専門職が輪1:::1.右主主気軽jこ

相談やつながりがでぎ苔j

ご近所の困りごとを相談で、きる住民

による窓口を増やすためにはどうし
たらいいのか、検討中。相談で、きる住民って?相談役の

.住民になってもらうためには?住民と専門職が気軽に

つながるためには?と白熱の議論。

昔は当たり前だったご近所での支えあいが、 u. .11 
今では会議で検討しないといけない時代K 、γ芯"1
なったんだなと実感しました。 ~ち~

口地域デビュー応援隠PT

「つながる地域T五気L:::fcIるj
地域とのつながりのきっかけとなるよう今
年度の“還暦式"の企画や、昨年発足した
“名東みらい会"について検討中。

働いているとなかなか地域とのつながりがないので、還暦

式はとても良い機会/定年後スムーズK地域K移行する

ためにも、みらい会の活動内容に期待が膨らみますね。 。

. rみんなが活動できる場があるj

「みんなで子育てを支える

~子育てを楽しめるまち......J
「託児場をつ〈りたいH親同士で
子育ての悩み相談交流会をやりた
いJなど、地域が必要とする子育て
支援を応援する助成事業を検討しています。

申請のハードノレが低〈、気軽Kチャレンジでき

る助成事業ができるといいな~。助成事業を還

して、ぜ、ひ様々な活動の継続の後押しをしてほ

しいですね/ 金
口情報発信PT

広報紙ゆめはーと、ホームページ、ブ
ログ等で、社協や地域に関する情報
を発信しています。どうしたらもっと
見てもらえるか、有効に活用しても
らえるかなどを検討しています。

2 編集委員ヤブログの書き手大募集中です/

¥ 
※「ちゃんこJとは:地域の中に子どもから高齢者まで、障がいのあるなし問わずいろいろな人がいて、

それそε械を持って混ざり合うという「ちゃんこ鍋Jのイメージから名付けられました。/

8月2日(金)、3日(土)に名東区手をつなぐ育成会と共催で、発達障がいのある

子どもたちと中学・高校生、大学生のボランティアの交流イベントを開催しました。ふれあい交流会

事前説明会では、活動の心構えについ

てお話しし、当日の準備、スローガンを決

めました。

当日は、24名のボランティアと14名の

子どもたちの参加があり、厚紙、ストロー

や色紙を使った工作と音楽にあわせて行

うバランスポール運動をしました。

しツλt:-':J

v:且)J v~ェん
r bt二五ころころ

i立込L
企学生ボラシティ?tt作成l.J1e.スロー丹"/11

始まる前、ボランティアの学生から「発

達障がい児とどのようにかかわればいい

の?Jと心配な声もありましたが、障がいと

いうことに捉われず、それぞれ子どもたち

の個性に向き合うことで心が通じ、楽しい

時間を過ごすことができたという感想が

あり、実りのある交流の機会となりました。
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※この事業は賛助会費を財源に行いました。

友f言ど作 fo右

. ' 

「たボランティアで、相談は匿名で秘密は必す守られます。愛知いのちの電話:052-931-4343(毎月10日はフリーダイヤル0120-783・556)
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はいかい高齢者おかえり支援事業の模擬訓練を開催します

模擬訓練では、認知症の方がはいかいしているとの想定のも
と、高齢者役の方へ声かけの練習を行いますL

EEZZ令利元年10月1ア日(木)
10: 30-11: 00/13 :45-14: 15 (2回開催)

I!Dイオンメイトピア庖 1階

※当日はめいとう介護フェアが開催されてUます。
(10:00-16:00)こちらもぜひと参加ください。

~掴陸軍1tD:盲目z・悶m

Jfフどいの士号ρ

平成31年2月に高齢者サロン(健康

麻雀や将棋他)を開設。当初は10名程度

の参加者かと思っていましたが、ふたを

開けたら見学者も含め、45名が来館。

参加者のほとんどが麻雀初心者のた

め、スタートから数か月聞は麻雀教室の

講師にボランテイアで懇切丁寧に説明

---.・ _， ・・ ・・ ・町 -・;盲3・・._'W ---1. 

もグ 、自
E 

①メール配信

@捜索・発見

児童館は遊びを通して、子どもの健康を増進し'情操を豊かに
ーすることを目的としており、O歳から18歳までの子どもはだれ ，
ーでも自由に利用できま志保護者の情報交換や地域の子育て支 ー

援の場としても利用していただいていますo • 

E 児童館では様々な行事をしており、秋はハロウィンイベント E

.を開催しますL皆様の参加をお待ちしています! . 

&7~-9!i雪l'l温・II'~~J「一一一一一一一一一一一一一一一一一

目 乳幼児向けのイベントで五ハロウインコスチュームで、の写真 園

町撮影やゲームなどをして親子みんなで盛り上がろう1> I 

. 1m) 10月25日(金) "Qム 高揚漕留郡唱咽刀，i
10:30-12:00 ;E園図幼児と保謹者 1∞

E蓮E週'不要.当目10:刀00-整理券配布

• 

••••••••• 

ー

，※詳細は名東児童館まで 実メエーちゃん面 :

学区には「きわやかサロンHカフェ・笑タイムH遊YOUサロンJの
3つのサロンがありますが、今回は「遊YOUサロンjを紹介します!

していただきました。

現在は、毎回25名前後の参加者が来

館されます。

麻雀・おしゃべりの他に将棋もできま

すので、男性・女性問わずお気軽にお立

ち寄りください。

[開催日]毎月第2・第3水曜日/13時-15時 [参加費]1 00円
[場 所]平和が正コミュニティセンター大会議室

基本情報

風花ちゃん

社会福祉協議会では、区内

のイベント情報やボランテイ
アに関することなど綴々な

情報をお知らせしています。

チラシを置いていますので、
お気軽にお越しください。

E，1( f ';~同 t.c，'?凶 l. .cr叫‘ } . .Pf~=f目i.1-1.'lI:~辻_f. ~j畢寄付者一覧

[令和元年6月1日-9月20日受付分、順不向、敬称略 ]

・名古屋ヤクルト販売株式会社緩

・匿名T件

本会にと寄付Uただき、ありがとうございました。

匿歪亙]名古屋市名東区上社一丁目802番地
上社ターミナルビル2階

ITKJ 052-726-8664 
口宝訂 052・726圃 8776
国亙1]meitovc@nagoya-shakyo.or.jp ※この印刷物は再生紙を使用しています。
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