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名東区子凶・子育て支撮応据助成事業 〆 コド

~ßfJ 固包囲困園園田d勿グ 哩J
r~叫比……t 

緒 言象団体

、、国司圃司~_ ~J'甲内.でFー ，司、_.、J司・、/、、 '-J て2三r~晶品. 、ーー ~，.~ ""J、~、副"‘ー 、， 町、J、・/v， 

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

対象事業
令和4年6月19日(日).....令和5年3月31日(金)の聞に区内で実施する

「子ども・子育て支援Jを目的とした事業

助成の種類 子ども・子育て支援事業助成
子ども・子育て支据

きっか防チャレンジ助成
ー司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『目骨ーー『ー-由時ーーー・，ーーーー・--肺ーーーー・四 ーー申・・ーー----ーーー申申ーーーーーー田ーー------ーーーー甲 E

助成傘額
1団体・グループにつき上限10万円 1団体・グループにつき上限3万円(総額上限40万円)

ー四世田ーーーーーーー・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国ーーーーー ーーー曲目白ーーーー自由ーー・・ーーー--ー『ー』ーーーーー・・ーーーーーー

書宣方法 公開プレゼンテーション 公開ヒアリング

申込方法
令和4年5月20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、フ。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。

[昨年度助成事例]一体験、問紘一…一読劇他お

m麗接語霊童謡諸冨自(要申込)1m)令和4年4月23日(土)13時30分~ 崎

一一 ーーも実施します。ri'B名東区在宅サービスセンター 2階研修室
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-申込・問合せ/
名東区社会福祉協議会

(担当 :向井・横井)

固週052・726-8664
1m052-726-8776 

けポラシティ7 を開催します!
高齢者等のちょっとした困りごとを手助けするボランティアを養成する講座を下記の日程で開催します。
誰かのために、できるときに、できる範囲で、無理せず活動したい方、ぜひご参加ください/

-・・・・・・・・・・・百E12ヨ=・・・・・・l

第1回
令和4年6月7日(火〉
午前10時~正午

令和4年6月10日(金〉

午前10時~正午

令和4年6月22日(水)

午前10時~正午

講話Ofそもそもお助けボランテイアがなぜ必要なの?J
講話Of先輩ボランテイアさんからお話J

お勘け活動{実績編]
~みんなで草とりをやってみよう/-

交涜会
~講座の振り返りと今後の活動について~

BlI 
名東区在宅サービス
センター研修室

※連続講座となります。
第2回のお助け活動【実

技編】への参加ができ
ない場合は、応相談。

第2回

第3回

1 
-対象/名東区内在住または在学、在勤で、今後ボランティア活動をしたいとお考えの方。

※ただし、区外の方で、講座趣旨をご理解の場合、応相談。

・定員/20名(先着順) ・参加費/100円〈保隙料・資料代含む)

・申込方法/令和4年5月31日(火)までに電話、 FAX、メールにて受付(名東区社会福祉協議会)。

園調 052-726-8664 1m 052-726-8776 m国 meitovc@nagoya-shakyo.or.jp .. 



地域福祉活動の

推進

ボランティア活動の
振

第4次
名東区地域福祉
活動計画の推進

その他の事業

~ 

-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

(主なもの)

長寿推進事業の実施

-めし1とうボランティア展の開催 ・障がい児・者との交流会など

・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

.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

-名東児童館の管理・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)

寸

(令和4年度〉

収支予算額 、コ

-市補助金一 13，803千円

・市社協助成金 50，983千円

・受託金(市・県社協)
49，048千円

・共同募金配分金
13，459千円

-会費・賛助会費・寄付金
2，116千円

・事業収入(児童館)1，051千円

繰越金 5，858千円

その他 一一-6，337千円

-法人の運営 ・地域福祉活動の推進
(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)

62，555千円 21，680千円

・名東児童館の管理・運営 ・各種福祉事業(助成事業等)
39，302千円 ---13，459千円

その他 一一一5，659千円

=-J 

@和、羽根共同募金・歳末たすけが、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。

総"グ 赤い羽根共同募金 9，426，895円

・戸別募金 ・・・・ 7，653，633円 ・職域募金 ・・・・・・・ 50，111円 ・街頭その他・・・・・ 301，587円
・法人募金 ・・・・・・ 516，600円 ・学校募金 ・・・・・・ 904，964円 ー 厄~ -

F歳末たすけあい募金 1，953，971円 総 (こ自力ありがとうこやました。ト 怠 圏¥虚

回国回国国四国{ヤンダケアラー]本来大人的Eうと想定されている家軒家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どものこと。障がいや病気を抱える家
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1月30日(日〉に令和3年度60歳の門出を祝う会~

還麿式~を開催しました。コロナ禍で開催できるか心

配していましたが、名東文化小劇場ホール、社会福祉

協議会の研修室など3か所に会場を分散し、リアルと

遠隔のハイブリットで開催することができました。今回

はその様子を編集委員が取材しました。

記念講演では庄野俊哉氏(東海テレビ放送アナウンサー)が登壇され、地域デビューで・初対面

の方と話す方法は「糸口を探すJi相手を観察するjの二点で、相手は必ず何かしら発信している

のでそれを探し、相手に話してほしいことを見つけること。それがきっかけになり「雑談力」につな

がると講演されました。

続いて、シニア世代となってから地域で活動されるよう

になったお二方をお招きし、『いきいき・わくわく極楽ねっ

とuc極楽学区)、『子ども食堂.IC高針学区〉のそれぞれ地域での活動紹介がありました。

お二人共通の話として、「無理をしていない、身の丈で活動している。だから続く。Jと、地域

で活動するコツなど有意義なお話を伺うことができました。

@ 
2月 14日(月)~27日(日 ) に区内各所で“第30固めいとう福祉まつ

り"を開催しました。30周年の節目となる今回も“福祉まつり週間"と

しての開催となりましたが、

る様々な企画を通して、多くの方にお楽しみいただきました。

来年の福祉まつリでも皆さんにお会いできることを楽しみにして

います!

↑30年前の福祉まつりの様子から、団体の
現在の活動状況まで内容盛りだくさん!

日/，W令設結j
2月28日(月 ) ~3月4日(金〉 まで、 名東区役所 1 階ロビーでパネル展

示などめいとうボランティア展を開催しました。

今年は、期間中の3月1日(火)に1日限定企画として、シェイクアウト

訓練や知的・発達障害擬似体験・絵本の読み聞かせを実施しました。

14名の方がご参加いただき、講師のボランティア団体さんからの説明

や体験を通し、それぞれの気づきや学びがあったように思います。
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実行委員メンバーの
今ま干の歩みヒ、これからに

向吋マの思いが知れZ
見ごたえのあ志展示

ぺ令局企M区… j活舌動紹介のパネJルレを展示

コ口ナ禍で、ボランティア活動や発表の機会は少ないですが、参加者とのふれ

あいは実感が持てやりがいとなることを改めて感じました。これからもボランティ

アの輪がひろがっていくことを願っています。

足を運んでいただいた皆さん、そして開催にご協力いただいた皆さん、ありが

とうございました!

‘家具に見立てた道具を使って、地震を再現。減災のための知恵ヤ工夫を教わりました!

D代わりに買い物や料理などの家事から幼い兄弟の世話など、家庭の事情により様々 です。それにより学業や友人との交流時聞が取れないなど、心や体にも影響があるとされています。
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ご納骨
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、名古匡市でも約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

認知症の方やご家族が暮らしやすくなるためには、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

となります二

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応援する『サ

ボーター~ Iこなっていただく講座を定期的に開催しております二-己t 丁 場所 直亙正l
4月20日(水)木村病院3階会議室 南部

6月23日(木)名東区在宅サービスセンター研修室 北部

9月21日(水)木村病院3階会議室 南部

11月24日(木)名東区在宅サービスセンター研修室 ~t部

令和5年1月18日(水)木村病院3階会議室 南部

令和5年3月23日(木)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。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拡大防止のため、講座を中止する可能性があります。

自治会や企業(コンビニ、飲食庖、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。

、
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、O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

報受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。

令回はじ削減混在~~窃il![!;閤
をご案内します!

O歳児を初めて育てているお母さんのための

「仲間づくりJr親子の紳づくりJr育児の学びJ，-..__，-.，. 

を目的とした全4回の子育て支援講座です。 ド~

親子一緒にふれあいながら、子育てについ p・4

てたくさん話し合いましよう。※ メ工ーちゃん

E彊06月21目、28目、7月5目、12日{すべて火曜印

10:00--12:00 
1lEI2--5か月の第1子とお母さん

※申し訳ありませんが男性の参加は不可

E軍ヨ5組 ‘ 
EヨjJ1，100円(テキスト代) .-.、
E固 6月7日(火)10:00より窓口、 ~ 

10:30より電話可※先着順 巴影〉

[名東児童館

※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。

::@φええ1~

令手口4年2月18日に、一般社団法人生命保険協会愛知県協会様か

ら福祉巡回軽自動車「ふれあい号Jの寄贈を受けました。高齢者はつ

らつ長寿推進事業のために活用させていただきます。どうもありがと

うございました。

.・-

善意の次丁
お寄せいただきましたと

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 I令和3年12月23日~令和4年4月8日現在、順不同]

・伊藤和幸様

・鈴木昌道様 ・匿名?件

・名古屋市立牧の池中学校10・11組一同様

。-~'l，'まし宅。

.・.

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。

E，1(-，市。目岡山佐e;.~脳伝言草子D圃百~)__ Ii引I'.ot~諸主主~.. 宜略辻，駐屯o.・
匡歪韮]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

口主己052-726-8664
口宝訂052・726-8776
四五KJmeitovc@nagoya-shakyo.or.jp ※この印刷物は再生紙を使用しています。


