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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5

のあたたかいご協力

をお願いいたします。、
拠能ゆ

「ジブラルタ生命保険制 名古屋中央支社 本紙の編集委員会にて、「募金運動の力になりたいJ
藤ヶE営業所J社員とご家族の皆様にご協 と声があがり、委員の皆様に地下鉄上社駅周辺での

力いただき、地下鉄藤がE駅周辺にて街 街頭募金にご協力いただきました。通学・通勤前にも

頭募金を実施しました。 関わらす、多くの方々 が募金をしてくださいました。

12，407，000円
一般募金目標額一一 10，300，000円
歳末募金目標額一一 2，107，000円

(赤い羽根協賛斗一一一一一一一一一一一一-
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社協窓口で直接ー定金額以上募金をしていただ

いた方にク‘ッス、をお渡ししています。数に限りが

ございますので、ご希望の方はお早

めに社協窓口にお越しください。

※バッジ‘は各種500円以上、ファイルは

各種300円以上窓口にて直接募金を
していただいた方にお渡ししています。

今年も区内の小中学生の皆様か5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。

①11月 1日(月)....... 5日(金)

②11月 8日(月).......12日(金)

③11月15日(月).......19日(金)

④11月22日{月).......26日(金)

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

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。
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@ 赤い羽根共同募金実績額 11，ω9，023円

・一般募金実績額・・・ 9，671，778円 ・歳末募金実績額...2，027，245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イづ、くりを目指して、協力し合う「助け

合い」の運動です。皆さまの温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%(8，517，023円)が、県内の社会福

祉施設の整備や団体の事業に約27%(3， 182，000円)が下記のとおり活用されます。

-E蓮司.9(i)13~lnfJFJJ~珂同・・・
(3，182，000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

EZ目E言葉幸司hft.ii仰~~](i・-

(693，000円)

-共同募金PR活動費

-共同募金運動資材費 など

園誠意五回毎j同町両国・・・・・・
(1，891，245円)

-地域福祉推進協議会活動
-小規模作業所歳末行事支援

など

-名東区手をつなぐ育成会

『知的障害児交流体験事業J
牧野ヶ池緑地芝生広場を親子でÎ ~3

周しました。チ工ツクポイン卜ごとにお菓

子、1周するごとに景品が貰え、楽しく過

ごすことができました。なかなか外出も

できず本人も親ちストレスの溜まる中、

久しぶりに行事をすることができ、とて

も楽しそうな笑顔ち見ることができま

した。本当にありがとうございました。

-. . . . . 

-1司.9t沼目IHf'.i!'ÞJ~!I]伺

(2，140，000門)

-民生委員・児童委員の活動支援
.ふれあい給食サービス等
地域福祉推進のための活動支援など

-司f.j苦週'TJIil<・珂個・・・・・・・・・・・・・
(1，292，000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. . . . . . 園間岨駒~jJ持団'ÞJGl.珂両国・・・・
II;"~証署員面白jJ~咽Fーーーーーーー

. . . (455，000円)
(2，045，778円)

-子ども会活動支援
.子育て吏援活動事業
・保育園備品整備事業 など

企知的障害児交流体験事業
(昨年度の様子)

-広報なごや区版点罰事業

・障がい児・者団体活動支援 など

-学区連絡協議会

『地域福祉振興事業J
地域の皆様の共同募金により、地域行事と

してコロナ禍にありな

がらコミセンまつり(作

品展)を開催し、住民同

士の交流を図ることが

できました。ありがとう

ございました。

コミセンまつり(昨年度の様子)企

図白包囲固の募集 本会窓口では災害義援金の募金箱を設置しています。
災害義援金は被災者支援のために活用されます。

ただいま下記の義援金を募集しています。ご協力をお願いいたします。
〆問、

・令和3年大雨災害義援金(福岡・青森・佐賀・長崎・島根・広島・長野)

・熊本県南豪雨義援金 ・平成30年7月豪雨災害義援金(広島・愛媛・岡山)

※義援金ごとに締切日が異なります。詳しくは本会HPをご覧ください。

回回回国園田園 [2025問題]団塊の世代が75歳以上となる2025年。高齢者の5人に1人が認知症になり、介護の需

2 



一 一 一一ムヨヨへいらっしゃい~・0

「ほのぼのキッチン」は就労継続支援巳型高針I(※)の施設内で開催されている

こども食堂です。区内のこども食堂は昼間に開催している所がほとんどですが、

この「ほのぼのキッチン」は学校や仕事終わりにも利用できる夕方の時間帯に開

催されています。

8月20目、「ほのぼのキッチン」を訪問しました。この日は「ほのぼのキッチンの

夏祭り」として、いつものこども食堂とは違い、作業所の利用者さんが手作りをし

た屋台に、輪投げや射的、焼そぱコーナーなど用意され、夏祭りの雰囲気を演出さ

れていました。友達同士で来ていた女の子2人組は「楽しい/楽しい/Jと歓声を上

げ、輪投げや射的を楽しみ、懐かしのチヨコバナナを食べて笑顔いっぱいでした。

運営のお手伝いをしているボランテイアの方から、「職場でこの施設のお弁当

販売がされていて、とても美昧しかったのでボランテイアとして参加するように

なりました。」とお話を伺い、正に「ほのぼのJと感じました。

こだわり 普段のこども食堂はー汁三葉を基本K、

ポイント 手作りで調理をしています。

ぬ
大切に使うことを理解して敏い、と、

陶製の食器をあえて使用するなど

子と、ものことを想ったこだわりがあります。

A昔懐かしの輪投げ

毎月作られるチラシは

目を引くデザインばかりf
祉協HPでも掲載しています。

ほのぼのキッチンのご案肉
E翠置調 就労継続支援B型高針l

(名古屋市名東区牧の里1-1302)

コロナ対策もしっかりとされていましたf
入口では体温測定・手指消毒をし、食事をする際はアクリル板を設置。食事

の提供もグループごとに時間の間隔を空けて感染対策をされています。

※就労継続支援B型:障がいや病気などの理由で一般企業では働くことが難しし、方々 に
軽作業など、の就労訓練を行っている作業所

豊が丘

..  ヨ未就学児/無料
小・中学生/100同
大人(保護者様)/300円

※10名の定員を設けております。参加される
際はお電話にてご予約をお願いします。

周 囲 052-702-8272
E霊歪E第2・4金曜日 17:00-20:00
.1ヨE 就労継続支援B型高針l

西山 I U I 13:30 
梅森坂 I 0 I ~ 
平和が丘 | x I 15:30 

生よ」

• I : 

65歳以上を対象とした名古屋市の介護

予防事業を右記のコミュ二ティセンターで

開催しています。定員に空きのある会場で

は随時参加者を募集していますので、参加

ご希望の際は本会までご連絡ください。参

加期聞は来年3月末までです。 0:若干名空きあり (O):多数空きあり x:空きなし (9月27日現在)

Eが一層増す見通しとなっています。「老老介護Jr認認介護Jr介護人材の不足jは2025年問題において深刻な問題です。
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認知症は誰もがなり得る病気で、早期発見・早期対応

治療や予防のきっかけにしましょう。

が大切です-oaaもの忘れ検診を受診し、認知症の適切な

対象者 受診する年度lこ65歳以上になる方

実施場所 市内の協力医療機関※

自己負担 無料

受診回数 年度lこ1回

検診内容 問診による認知機能検査

※協力医療機関の一覧は、区役所・いきいき支援センタ

一等で配布しているパンフレツトや、名古屋市ウ工ブ、サイ

トでご確認ください。

高齢者のための
ウヌーキシ勿.のすすめ
-.・..・.・.・..・.・.・.. . .・.・..・

コロナ禍のため、体と心のはたらきや社会的

なつながりが弱くなる「フレイルJの進行が懸念

されています。日頃から体を動かし、進行を抑

制することが大切です。コロナ禍でも手軽に取

り組めるウォーキングのポイントなどをこちら

のリーフレツ卜で紹介しています。

[詳しく……出自い 目
(リーフレツトは区役所や社協窓口にあります。)目

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

での子どもが自由に利用できます。また、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。
Cご

." ---司~-----------------~-司..._ _ _..J 

児童館では様々な行事を実施じていま言二

令回はI耐B鉄筋削除場制をご案内しま主
皆様の参加をお待ちじてい費す!

この行事は、フォトスポットでの写真撮影やミ二ゲー

ムをして、親子でハ口ウィンを楽しんでいただきます。

1ElD10月22日(金)10:30-12:00 
om幼児と保護者 25組 ラ写
E運週10月8日(金) {、 -f rvf「

13:氾00-先着順 、 ιZ必~ lft ~a うνJ 

(13止:30-電話申込も可) Iλ士:九
※貸衣装はありませ肋山んωので、 rm -

ご了承ください。

※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、消毒を行い開館しています。利用方
法の詳細は、ホームページ仁てご確認をお願いいたします。

ー ・ お寄せいただきましたご

. I.T'・T・ | 寄付は、地域福祉の推進

~=巴 ・ι I .を目的とした社会福祉協
苦苛息、のノ、.J I議会の事業に活用させ

ていただきます。

寄付者一覧[令和3年6月 22 日 ~9月 22日現在}

・名古屋ヤクルト販売株式会社様

・匿名 1件

lt区間一口一一一I巨区社会福祉協議盆 i ぺ所~
名東区北部いきいき支媛センター !J 

En<t":f';l岡山i'量均時i子D圃陀4ιbがr.o&茸詑右耳元.... 4:ぇ.'"竜王a・
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置豆~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

ITill 052-726-8664 
口歪KJ052・726・8776
国亙日 meitovc@nagoya-shakyo.or.jp
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※この印刷物は再生紙を使用しています。


