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f安心して子育てしやすいまちjを地繊の皆さんでつくり上げる、きっかけつ‘くりをしませんか!

対象団体

対象事集

回成の種類

(この助成事業は、共同募金を財源としています。)

営利を目的としない法人、法人格を持たない任意団体・グループ

令和3年6月13日~令和4年3月31日の聞に区内で実施する
「子ども・子育て支嬢Jを目的とした事業

子ども・子育て支援事業助成
子ども・子育て支援

きっかけチャレンジ助成

助成金額 I A r:::::D~ ~.. ._.p，__~_ Lnl:ll;t n~ r"'I""I I 
(総額上限40万円)I 1団体・グループにつき上限10万円 I1団体・グループにつき上限3万円

審査方法 | 公開プレゼンテーション | 公開ヒアリング

申込方法
令和3年5月14日〈金〉までに所定の申請書類を提出してください。

※書類審査、プレゼンテーション、ヒアリングを実施し、助成団体、事業及び金額を決定します。

[昨年度勘成事例]ダンス朗読劇講座、子育てサロン、子ども食堂

間 笠間 四回令和3年4月24日〈土)13時30分~ 一 要申込 ~ II 田端回
.5青山命 E国 名東区在宅サービスセンター 2階 研修室 EIiI t}J] 4月21日(水) J 組理比

・申込・問合せ/名東区社会構祉協議会(担当:向井・縄田) 詳細はホームページをご覧ください砂砂砂 回目高島
回週 726-8664回国 726-8776

-申込・問合せ/名東区社会福祉協議会

IDI 726-8664 lD3 726-8776 



地場福祉活動の

推 進

-地揖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5つ長寿推進事業の実施

.地揖福祉推進協聾会への支揮

・ふれあい給食ザーピスg業への支援

ボランティア活動の
振興

-めいとうボランティア展の開催 ・ふれあい交溝会の開催

・ボランティア入門請座の実施 ・福祉教育の推進

第4次
名東区地織福祉
活動計画の推進

その他の事業

(令和3年度〉

収支予算額

.60歳の門出を祝う会~還暦式~の開催

.めし1とうライフサポーターズ講座の開催

・名東区子ども・子育て支握応揖助成事業の実施

-名東児童館の管理・運営 ・告種団体事業への助成

.障がい・低所得世稽への貸付

・赤い羽槙共同募金運動への協力(※下記重量照)

、~

-市補助金一 14，592千円

・市社協助成金 49，406千円

・受託金(市・県社協)

-会費・賛助会費・寄付金 -法人の運営 ・地域福祉活動の推進

48，825千円

・共同募金配分金
10，379千円

2，217千円

・事業収入(児童館)1，096千円

・繰越金一一-5，858千円

・その他 一一-6，688千円

(在宅サービスセンター管理含む) (ボランティア活動の蜜輿含む)
55，070千円 27，725千円

・名東児童館の管理・運営 ・各種福祉事業(助成事業等)
39，287千円 10，379千円

.その他 一一- 6，600千円

@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。

mm ， 赤い羽根共同募金 9，671，778円

・戸別募金・・・・ 7.828.n9円 ・職蟻募金・・・・・・・ 67.107円 ・街頭その他・・ ・・・ 283.497円
・法人募金・・・・・・ 611.509円 ・学校募金 ・・・ ・・・880.886円 rE::-， __  

《 末問問金 2，027，245円 総 (ご協力…ごめ、ました 者 動

回固回国国四国[サルコベニア]筋肉量が低下し、筋力や身体機能が低下した状態のこと。転倒や骨折、寝たきりなどの原因になりま言。両手の親指と
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2月15日-28日に区内各所で“第29固めいとう福祉まつり"を開催しました。例年とは異なる

“福祉まつり週間"としての開催でしたが、皆さまお楽しみいただけたでしようか? 展示や動画

視聴、スタンプラリーなどを通して“障がい者福祉"について知る良い機会になったのではない

かと思います。来年の福祉まつりでも皆さんにお会いできることを楽しみにしています/

て~ J.ヨ

負担演説絵手紙ボ受ン紅 7会第3回開催のご案内

コロナ禍でも、何かボランティアできたら…というお声から、絵手紙ボラン

ティア会を始めて、今回は3回目となります。

前回の2月開催時は、緊急事態宣言発出のため中止となりましたが、『自宅で

もできる』とあって、自宅で想いを込めて描いた作品をお寄せいただきました。

お寄せいただいた絵手紙は、お届けできる「その日Jまで、在宅サービスせン

ノ:.-

ター内で展示しています。気持ちを一枚に込めて、だれかを笑顔にする素敵な活

動です。ご参加をお待ちしています。 ~~

[次回日程}ー ・ 子以M
[絵手紙ボランティア会] 、d

.Er"M--:令和3年5月19日(水)13時30分~ 事 曙
日頃から見守りをしている高齢者に、 ボランテイiち~，

証下町 名東区在宅サービスセンター研修室 . 
アさんが描いた季節の絵手紙を届ける活動です。画

[お申し込み、お問い合わせは社会福祉協議会まで] 材、題材は自由。ご自宅でも活動いただけます。

さし指で作った績でふくらはぎを囲んで、隙聞ができた5要注意!十分な栄養の摂取と体力維持・筋力漕加のための運動をする乙とで予防することができます。
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士 長 :孟:::::fJ1I司~~~j!
一 ，周司F町田町 開問問 問'司司P!I岡 田園F

44〉関s両=ふ毒蛾ーのご志向44〉
少子高齢化が進む中で、認知症を抱える高齢者が増加しており、

名古屋市でも約5人lこ1人が認知症で見守りが必要な方であると

言われていますL
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主

認知症家族支援事業のーっとして、地域の方に認知症の正しい
理解、接し方等を学んで、地域の認知症の方を支える『応揮者(サ
塁-9-Hになっていただく講座を定期的に開催しておりますL

・定期講座開催日時
-・・・・・・・=
令和3年4月21日(水)1木村病院階会議室 1 附

6月24日(木) 名東区在宅サービスセンター研修室

9月15日(水) 木村病院3階会議室

11月25日(木) I 名東区在宅サービスセンター研修室

令和4年1月19日(水)I木村病院3階会議室

3月24日(木) 名東区在宅サービスセンター研修室
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I主

北部

南部

北部

南部

北部

※開催時間13:30-15・00
※事前申込制です。参加希望の方は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感染鉱大防止のため、講座を中止する可能性があります。

出掻m・も得。τい怠守、
自治会や企業(コンビニ、飲食后、銀行等)での出張講座も
開催しておりますので、お気軽にご相談ください。

もグ 、~ :
児童館は遊びを通して、子どもの健康を漕進し情操を豊

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。

児童館では様々な行事をしており、審は

~治成伝F~坦羽aを開催しま音二
皆様の参加をお待ちしています!

この行事は、名東区へ転入された方におすすめの乳幼

児親子向けイベン卜です。区役所・保健センター・保育園・E 

_ .1l1li邑 子育て支援センター等から区内の耳寄りな i
zヨ 匙 ヨ 子育て情報が集まります。絵本の読み聞か

~里L.V せや子育て相談がありますよJ

1SID4月14日{水)1 0:00-11 :30 ~令
E図乳幼児と保直書 20組 巴1
E蓮g4月2日(金)10:00-先崎順 巴聖?

(10:30-電信申込も可}

• 

メェーちゃん

※現在、児童館は新型コロナウイルス感染対策として人数 量

制限・時間制での入れ替え、消毒を行い開館していま主

利用方法の詳細は、ホームページにてご確認をお願い

いたしま主

l 制…回…東児童舘 T一4ι-8剖…8回3
Hr=-rn悦il!l配lfIli'irnl比LiiDl叫!J:Il凶teMllit-JiI=t1il!イ1Il、砲et.jp/wordpress/ 目

Jフどいの!~S1
社会福祉協議会では区民の「居場所づ

くり」として、地域のサロン活動を応援し

ています。区内には実に77箇所(※)のサ

ロンが開設されています。今は新型コロナ

ウィルスの影醤で休止を余儀なくされて

いるサロンもありますが、「みん怠が集まるこの場所だけは続けたいJ
と、感染対策を取りながら開催されているサロンも多数あります。

~，層~・回・・

省寄せいただきましたと
寄付隊、地健福祉の推進
を目的とした社会福枇協
・会の事業に活用させ

ていただきます。

寄付者一覧I令和2年12月22日~令和3年3月26日現在、順不問1
・一般財団法人荒川硲慧.会織
・名古鹿市立紋の池中学綾織
・高働者はつらつ長湾機遂事*・加者一同線
・鎌式会社中京銀行 4・・置名 1件
事禽ItZ.跡、危穫量~.Q訴訟曇鑓跡竃~
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仰
・賞

省甥区肉..，.，.ロシ.・は事禽
*田ムページにτ編脅しτぃ."0

ーーーーー・・・・皿ーーーーーー---ーーーー..--・・勺a・~.. 噛・・・・

社会福祉悔自障会では、区内

のイベント情報やボランテイ
アに関することなど繊々忽
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，足:γ;1同J岳町，... Ll;そD叫沖品帽猛琢:i?:1-，・宜.~:t.暗唱~，圏

匿豆E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

ロ主巳052-726-8664
巨AX1052・726・8776
国AILI meitovc@nagoya-shakyo.or.jp ※この印刷物は再生紙を使用しています。


