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告蕗淘3
名東区社会福祉協議会では、福祉のまちづくりを目的に、各種事業を進めています。こうした事業推進のためには、地

域の皆様からのご理解、ご、支援が必要です。福祉活動への参加のひとつとして、社会福祉協議会では、「賛助会員制度」を

設けています。趣旨をこ理解いただき、皆様の温かいこ協力をお願いいたします。

-会費は、郵便振込みで承りますが、社会福祉協議会窓口でも随時受付けいたします。

・賛助会員になっていただきますと、本会広報紙「ゆめはーとJの送付や福祉情報をお届けいたします0

・賛助会費は、所得税(寄付金控除)および法人税(損金算入)の税制の対象となります。
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 くお振込み先>

ゅうちょ銀行 089(ゼロハチキュウ)唐

当 座 0078979 

名 義 社会福祉法人名古屋市名東区社会福祉協議会

個 人 年間 1，000円
会費 (1口)

法人・団体 年間 10，000円

令和元年度 個 人 690名 1，352，000円

実績
法人・団体 20法人・団体 210，000円
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※専用の振込用紙をご利用いただくと振込手数料がかかりません。
お問い合わせいただければ、会費払込取扱票(郵便振替)をお届けします。

令和元年度の賛助会費は以下の事業ヘ活用させていただきました。

富野謀計画に 〉>
『めいとうゆめはーと』発行経費等60歳の門出を祝う会~還暦式~・

ふれあい交流ひろばの開催等

めいとうボランティア展開催経費・

ふれあい交流会等

模いzfの

|令和元年度法人・団体の賛助会員(順不同、敬称略)

猪高運輸株式会社、医療法人桂名会木村病院、大垣共立銀行西山支庖、瀬戸信用金庫西山支庖、ユウ卜ク株式会

社、株式会社名東介護センタ一、みうら内科クリニック、竹内新聞庖、株式会社東和建設、中京銀行高針支庖、白楊

会病院、世界救世教いづのめ教団、東山遊園株式会社、ほがらか会、学校法人猪高学園健峰幼稚園、豊田信用金

庫名東支庖、西山学区保健環境委員会、名東学区保健環境委員会、上社司法書士事務所、タック株式会社
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の助成団体が決定しました!

名東区は名古屋市の中でも子育て世代が多い土地で、「もっと子どもや子育て中の方々が安心して住みや

すいまちにできないかJということで、子どもや子育てを応援する方を支援する事業「子ども・子育て支援応

援助成事業jが今年度からスタートしました。

子どもや子育て支援を目的とする事業の助成として「事業助成(上限

10万円)Jと地域の仲間で気軽に始められる「きっかけチャレンジ助成(上

限3万円)Jという2種類の助成に応募団体を募集したところ、併せて6団

体の申請をいただきました。

そして、第?回目(初)となる助成事業審査会が、先日6月13日(土)に開

催され、以下のとおり助成することが決まりました/

審査会では、事業助成に応募したそれぞれの団体が決められた持ち時

間の中で、助成してもらいたい企画のプレゼンテーション等を行い、事業

の必要性などを訴えていらっしゃいました。どの企画も「身近にあるとい

いなJと思う事業で、今後の活動に期待できるものでした。

社協では、名東区の誰もが『子どもや子育てにやさしいまちjと

思えるような支えあいの仕組みを今後も応援していきます!

az子ピも子育てを醐する助成輔が始まり ます!

面司・・・・・・・・4・E・・・r・・・・.
名東区《ZU

子ど事・子育乞支援応援助成事業

実申請図体・ゲ11.-τ募集責
15同15日(金)応募締切l

この飽成."最低.池舗の皆さまからい吃だいた共同鐸盆を隠湾として、
名東区向で子とちゃ子育てゅの方を支慢する固体等の活劃に却して鈎成

を行います.

子Eもや子育て在庫置しT=いあなたの気持ちを伴ポートします1

令和2年度「名東区子ども・子育て支援応援助成事業J審査結果

匝 盟理E圃

事業助成 愛Wishプロジ、エク卜
障がい者含む老若男女が共に I 100，000 挑むダンス朗読劇講座開設

2 事業助成 子育て支援グループわくわく ぴよぴよサークル 70，000 

3 事業助成 S.W.A.T. PROJECT ことも食堂inSALMA(サルマ) 40，000 

4 事業助成 NPO法人 Hands 子ども食堂「ほのぼのキッチン」 50，000 

5 チャレンジ助成 ボランティアグループ藤が丘 夏休みを楽しくーみんなでカレーをー 30，000 

6 チャレンジ助成 社会福祉法人ひまわり福祉会 冬休み企画 子ども食堂 22，275 

助成決定総額 312，275 

企審査員より質問が投げかけ5れ、 A企画内容を聞いて、
企プレゼンテーションで企画を提案中・.. 回答されています。 慎重に審査されていました。

回 国回回国国盟[生活不活発病]体を動かさない状態が続くことで、心身機能が低下して動けなくなることをいいます



100円を入れて、つまみを回すと、カプセルに入った景品をGET/

「何が出るかなあ」とわくわくドキドキのガチャボンは、大人も子どもも、笑顔仁。

実は、ガチャポンの景品は手づくり品やおうちで眠っているものなど、区民の皆様の寄贈物品を活用していま

す。収益はすべて地域活動の財源として使わせていたただいています。人との距離聞を保ちながら、自分自身の

趣昧や家にあるもので、誰かのためになる活動に参加する方法があります。

蓋歪亘E亙@lW

・ガチャボンの景品になるようなものが足
りていません。心温まるお晶、お待ちして
います。ぜひご協力をお願いします/

・景品の袋詰めの準備作業

・出張ガチャボンでのお手伝いなど
参加方法はいろいろ。

ぜひ興味・関心のある方、お気軽に

社協までお問い合わせください!

景品贈 〉景品つ‘め

A Y 

活動員源に 〈 ガチ21fン

を再開しますf

新型コロナウィルスの感染防止のため、3月から事業を中止していましたが、感染予防の対策をとった上で、7月

から再開することになりました。

「外出する機会や人との交流が介護予防につながる」と高齢者の皆様に参加を呼びかけていた事業ですが、数か月

の自粛生活で「気力・体力が落ちてしまっている」といった声も聞かれました。

まだまだ予断を許さない感染症ですが、病気に負けない気持ちゃ身体づくりを、仲間とともにしませんか?

.'; 

~... 【来月8月から後期開催の参加者を募集します*] ~
介護予防とともに『誰かとつながることの大切さ』を参加して実感しましょう!たくさんのご応募お待ちしています!

Eヨ長二霜 E書 体操や創作活動、歌、レクリエーション等を行います。

園 前I:i):;・10月から来年3月まで毎週1回(※)、閉じ会場で開催。※祝日、年末年始はお休み

園調l遇措E掴 以下のコミュニティセンター

曜日| 時間

月曜日

場所 時間 所一場一

社上

¥22t527/ 

Eii_~ 65歳以上の方 ※応募多数の場合は、抽選となります。

E 郡!;jll筒・ 8月3日(月)-31日(月)までに、電話でお申込みまたは、所定の申込用紙に
必要事項を記入の上、持参・郵送・FAXにてお申込みください。

※申込用紙は7月下旬ごろから区内コミュニティセンターにて配布予定です。

※新型コロナウイルスの感染予防対策のため、人数や時間を変更し実施させていただく場合があります。

豊が丘

曜日

月曜日

火曜日 北一社

今お家にいる時聞が長くなっている方は注意が必要です。お家でできる体操、ストレツチをして定期的に体を動かしましよう。

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

西山
午 前 1 

10:00~12:oo l型空空
平和が丘

高針

3 
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高齢者の皆さまがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活できる

よう、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職がチー

ムとなって、健康・福祉・介護などさまざまな面から支える機関です。

生活の中でお困りのことや心配なことの
ご相談に応じます

-介護
介護保険サービス等の利用、介護予防など

・認知症
もの忘れ相談医への専門相談、認知症サボーター養成講座、

認知症の人を介護するご家族のための家族サロン・家族教室

など(開催状況についてはお問い合わせください。)

・権利擁護
高齢者虐待、金銭管理、成年後見制度など

相良~ (Uきいき支援センター

ジ向 I - - .連銀、
支

行政機関・介護ザービス事業
所・医療機関・民生委員児童委
員等の関係機関

~司WÆ湖国!im・E珂KJ

、自
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

歳までの子どもは自由に利用することができます。

保護者の情報交換や地域の子育て支援の場として

も利用していただいています。

日強児童館r1i1おうち~おうちで楽しもうトa

主主一一一一一力，¥91-'̂' Jll1 U IL: i'J 11 fc 

うちでの時間を楽しく過 a邑

ごせるといいなと思い、児童館のホ一 奄》習

ムページで簡単な工作やクッキング 4ムヨ堅生

面;;;:ih--一一? うかなl-~号 る

ん、ぜひご覧になってみてください。

メエーちゃん毎月 2回程度のペースで更新中です。

※現在、児童館は新型コロナウイルス感染対策とし

て人数制限・時間制での入れ替えを行い開館して

います。利用方法の詳細は、ホームページにてご確

認をお願いいたします。

Chttp://meitouiidoukan.ec-net.jp/wordpress/) 

l一一一一一一一一-悶.
JフどいのtVル吋ほ お守りいただいた上で貨室のご利用を再開し拭

新型コロナウイルス感染拡大の影響で中断していました、在宅サービスセンターの貸室のご利用を再開します。ご利用の

際は4つのルールをお守りください。※ご利用には事前に使用団体登録が必要になります。事前に社協までご連絡ください。

①マスクの着用 Eヨ比 ③ソーシャルテ:..rスタンスの確保
ウイルスの飛沫・付着を防止 /7(1η 他の人と十分な距離を 閉

するためにマスクを着用してください。 取って利用してください。
+"''''''白，，+

②換気扇の利用 ④体調不良の方の利用の制限

機械換気をONIこして利用してくださ 発熱や咳、倦怠感などの体調不良の

い。お帰りの際はOFFを忘れずに/ 方は利用をお控えください。

善意の灯

お寄せいただきましたご

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[令和2年3月26日~令和2年6月19日現在、順不同]

-五島俊康様 ・S.W.A.T. PROJECT様

・名古屋ヤクJレト販売株式会社様

本会にと寄付し、ただき、ありがとうござし1ました。

ErI'(.;;t，<， ; ~岡山匝，c，哩時三~王E輔ら担渇<j'.õIIi=t.:tr.}.'-tl'宜~ÔlJ住宅"・

巨量主目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己052・726-8664
巨主訂052・726・8776
国亙日『附 ※この印刷物は再生紙を使用しています。


