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共同募金を財源とする助成事業がはじまります

「安心して子育てしやすいまちJを地域の皆さんで作り上げる、きっかけつ、くりをしませんか!
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営利を目的としない法人、

法人資格を持たない任意団体・グループ

令和2年6月14日(日)-令和3年3月31日(水〉の聞に

区内で実施する「子ども・子育て支援」を目的とした事業

[例]子育て08による子ども一時預りサービス

子どもの学習の場の提供事業

子育て中のパパ・ママお役立ち講座の実施

絵本読み聞かせサロン、親子手話カフ工 等

助成の種類 子ども・子育て支鑓事業助成

助成金額(総額上限40万円〉 1団体・グループにつき上限10万円
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審査方法 公開プレゼンテーション

I:_:$)令和2年4月25日(土)1 0時~正午(予定)

E憲司 名東区在宅サービスセンター 2階研修室

ES~...，面前掲圃

期日までに

所定の申請書類を

ご提出ください。 ~~ 
※書類審査、プレセ。ンテーション、ヒ

アリングを実施し、助成団体・グルー

プ、事業及び金額を決定します。

子ども・子育て支援
きっかけチャレンジ助成

1団体・グループにつき上限3万円
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公開ヒアリング

即時;孟国
場町草討

-申込・問合せ/名東区社会福祉協議会(担当:都筑、向井〉

固翠 726-8664 自国 726-8776
群細laホームページをご覧ください砂砂惨砂 議選Ji

-F.E田iI'.iif!ョ'F.~町厄.⑤ 
2月23日に予定していた「第28固めいとう福祉まつりjは、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止となり

ました。皆さまからお寄せいただきましたバザー用品の取扱いについては、現在検討中でございます。バザー用品の

取扱い等が決まり次第、本会ホームページ他にて周知いたしますので、いましばらくお待ちください。



地域福祉活動の

推進

ホランティア活動の
振興

第4次
名東区地域福祉
活動計画の推進

その他の事業

〈令和2年度〉

収支予算額

-市補助金一 13，854千円

・市社協助成金 52，665千円

・受託金(市・県社協)
48，461千円

・共同募金配分金
8，383千円

事 業計 画(主なもの)

-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

-めし1とうボランティア展の開催 ・ふれあい交流会の開催

・ボランティア入門講座の実施 ・福祉教育の推進

.60歳の門出を祝う会~還暦式~の開催(※右ページ参照)

.めし1とうライフサボーターズ講座の開催

・名東区子ども・子育て支援応援助成事業の実施

-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

・赤し1羽根共同募金運動への協力(※下記参照)

ふれあい交流会の開催

-会費・賛助会費・寄付金 -法人の運営 ・地域福祉活動の推進
1，799千円

・事業収入(児童館)1，090千円

・繰越金一一一 5，671千円

・その他 一一一 7，022千円

(在宅サービスセンター管理含む) (ボランティア活動の振興含む)

65，783千円 21，149千円

・名東児童館の運営 ・各種福祉事業(助成事業等)
38，918千円 6，596千円

・ その他(地域福祉基金積立など)

6，499千円

@和、羽根共同募金・歳未たすけあい募金運動実績報告
皆様からお寄せいただいた募金は、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

のための様々な活動のために役立てられます。多大なご協力をありがとうございました。

グ 赤い羽根共同募金 9，781，145円

・戸別募金 ・・・・ 7，960，499円 ・職域募金 .......56，623円
・法人募金 ・・・・・・ 578，300円 ・学校募金 ・・・・・・ 919，648円

第
・街頭その他 ・・・・・ 266，075円

回国回回国四国[かいと力フエ]厚生院の介護職員によるNPO団体"tJ'Liごったえ隊"が行ってし渇介護予防事業です。となたでもと参加していた
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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つ、くりを目的としたこの会は、今年で

6回目を迎えます。 1月26日(日)Iこ名東区役所講堂で開催し、約160名の方が来場されました。

今年は2020年!ということで、オリンピックメダリストの池谷幸雄氏に「夢は

果てしなく永遠に~オリンピックがやって来た!!Jと題して記念講演をしていた

だきました。メダル披露やオリンピックの裏話だけで、なく、食事や健康の話題も

池谷幸雄氏による記念講演

[第2の人生に向けて…]

おりまぜ、参加者皆さんから大好評でした。

その他、毎年恒例となっている愛知東邦

大学吹奏楽団による記念演奏、いきいき支

援センターによる相談ブース、蓬来もちつ

きクラブさんによるお餅のふるまいなど

が行われました。

今年は、地域で、活躍していただ、くきっ力¥けづくりとして、還暦式参加者0808イン

愛知東邦大学吹奏楽団による
記念演奏

タビ、ユーや地域活動の紹介が行われました。インタビ、ユーで、は、昨年度参加された方が登壇し、参加者同士のつながりや

地域活動をしながら第2の人生にむけた思いについての話を通し、来場者ヘエールを贈りました。

とても盛り上がりました!

_ !Jハ
参加者切戸 圃I. 1 J 

‘式典終了後には、 ・. I1 
より参加者や学 ・地域に目を向ける有意義な時間となりました。

区の人とのつな

がりができるよう

に「区民交流還暦

パーティーjが聞

かれました。

-名東区の役に立つことをこれからの生活の一部に

加えたいです。

まだまだ現役の方も多いですが、少しずつ、そしてで

きる範囲で地域活動に参加していただけることを願っ

ています。

.-ーーーーーーーーーー『ーー回目ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーー--，

建@一 釘一ど出一も官守苦vノ ※新型コロナウイルスの影響でで、、関催を見合わせているものもこご、ざざ、います。

• 
主位ふれあい禽皇
食事は一人で食べるよりみんなで食べ

るほうがおいしいですよね。お子さん

から高齢者まで一緒に楽しめる食事会

を開催します。お気軽に来てください。

I:I:HJ第3土曜 12時-14時

E蓮ilJコープあいち上社庖 2階
E遺書 中学生まで無料

高校生以上300円

• I ・
/う切I<s語針昔詠凡 こご、参加の際は事前にご確認ください。

ヲンデーランチねいねい
学区のあたたかい居場所作りを目指し

て始まりました。子どもも大人も、赤ちゃ

んもシニアのかたも、手作りランチを食

べながら楽しいひとときをどうぞJ

1:1:[1第2日曜 11時半-14時

em極楽コミュニティセンター

E盟国 小学生100円(小学生未満無料)
中学生以上200円

• I • 

きふね食室
小さいお子さんやご家時少方々やその

周りの人々が集まって楽しく支流でき

る場所作りを目指しています。おいしい

カレーを用意してお待ちしています。

EE3第2日曜 11暗-14時
eB貴船コミュニティセンター

E盟国 小学生100円(小学生未満無料)
中学生以上200円

! 主催 名東地域福祉を考える会ボランティアグループ I 主催・健楽学区地域福祉推進協議会 主催.貴船学区地域福祉推進協議会

• i・ ・a ・ • 

くことができ、介護についての相談受付や正しし1技術・知識を皆さんにお伝えしています。名東区内では現在3ヶ所(厚生院・梅森坂・前山)で開催しています。
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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すLこれは、65歳以上

の5人lこ1人という割合で、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、地域の方々の協力が大きな

力となりますL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をおこなっています二

・令羽2年度定期講座開催日時
園田園・・・:1蝿m圃圃圃圃・・・・・・・・・・号~j宮・・・圃圃・・・・E足長官~浬盟

2020年 4月22日(水)木村病院3階会議室 南部

6月11日(木) 名東区在宅サービスセンター研修室 北部

9月10日(木)木村病院3階会議室 南部

11月16日(木) 名東区在宅サービスセンター研修室 北部

2021年 1月20日(水)木村病院3階会議室 南部

3月23日(火)名東区在宅サービスセンター研修室 北部

※開催時間13:30~1 5:00
※事前申込制です。担当のいきいき支援センターまでご連絡ください。

※新型コロナウイルス拡大感染防止のため、講座を中止する可能性があります。

<> 

開催場所、日時、人数等、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。

.' -2・ー・、・E ---
色タ bタ• 
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 ・

にすることを目的としており、0歳から18歳までの子どもは

だれでも自由に利用できます。保護者の情報~換や地域の子

園育て支援の場としても利用していただいています。 .

ーーーーーー・ーーーーーー ----ーーーーーーーーーーー "・ーーーーーーーー ーーーー . 

t メエーちゃんの子育てみみぬひろば J 
目

「メェーちゃんの子育てみみよりひろ

ば」は、乳幼児親子向けのイベントです0

. 区役所・保健センター・図書館・保育園 ・

子育て支援センターから名東区の耳寄

• 

※開催有無・内容は

予告なく変更になる場合が

ありますので、ご了承下さい。

l 島町一東児童館 U=-... JIE・8314
H!"-jlirnm'I[#j '!.liIIJiliJ!JOO:I18#JííÞ ll#jlrmw.lj.I.lj#f.~_ 

.慣例中嗣Jfフどいの場戸
社協では、地域の皆さんの「仲間作り」や「健康作り」などの集いの場を

提供したいと考えている方や、すでにサロン活動をされている方の情報

交換・交流の場として「さろんOすてつぷ」を開催しています。
a 

a時 毎月20日 10時-12時(土・日・祝を除く)

場 所 在宅サービスセンター研修室

内容 ・旬な情報提供
~ ・自宅でできる簡単健康体操 ・パラリンピックで活躍1ボツチヤ体験

-詐欺の手口ご存じですかっ ・香りで癒女自分で、で、きるマッサージ、なと、

ー .地域のサロン状況
・サロン運営者(ボランティア含む)からのお悩みやメッセージ、など

~掴匝彊~~盲目z・hヨ園

善意のタ丁
お寄せいただきましたご

寄付は、地域福祉の推進

を呂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
[令手口元年12月21日~令和2年3月25日現在、順不同、敬称略 ]

・中部土木株式会社 様 ・神蔵寺 様 ・匡名4件

本会iこc...:t41す凶ただき、ありIJ{とうござ凶ました。
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サロンを始めたい方

害訴ラ:ぞティアさん 大募集1
あなたの

第2の人生を

風花ちゃん

地域に役立てて

みませんか?亨IJ5.-では、ボランテ主アさんに 一言
I エのようなお手伝いをお願いLていまオ!

、~乃/ 咋

・会場の準備 ・お茶やお菓子などの準備
』・その他(参加者の方ヘ笑顔での出迎え、受付業務など)

ザ国シIごご興味をお持ちめ方よーJきょ

是非ご連絡をおまちしでいます!

I東問ーω ター叶ー21l|E東区社会福祉協議会名東区介護保険事業所 .
名東区北部いきいき支援センター . 

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、

お気軽にお越しください。

- ，I(.: ~ 川岡山年宣:，;"叫.， .1主'.0圃v弘fß.... "" õf ミ，"1-;・H伝辻.};竜王量圃

匿歪豆]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

m口052-726・8664
E歪訂 052・726・8776
画亙1]meitovc@nagoya-shakyo.or.jp 
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