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ー「うくし?57ぷjtrif育費然界
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。そして、福祉活動への参加のひとつとして、

「賛助会員制度」を設けています。趣旨をご理解いただき、皆さまの温かいご協力をお願いいたします。

-E理賓開罰百四1司・
事業を通じて、福祉を担う 三三デ ボランティアをする人も 亡竺 住民間±が「つながるJ

人財を見つけます/ ーで したい人も。 こご きっかけや仕組みを考えます0

・60歳の門出を祝う会~還暦式~ i その想いをサポートします/ E ・子どもや子育て支援

・めいとうライフサボーターズ講座等 ー二 ・めいとうボランティア展開催 二二二 関連事業の企画

~^- ~ 二 圃障がい者福祉への理解を 二二ヘ ・めいとう福祉まつり
、航空う 」ご--= 深めるイベント開催等a 一 一 一 二 の開催等
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・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「めいとうゆめはーと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。

個人 年間
会費 (1ロ)

法人・団体 年間

令和3年度 個 人 569件
実績 法人・団体 19件

1，000円

10，000円

1，378，000円

190，000円

くお振込み先>

ゅうちょ銀行 089(ゼロハチキュウ)庖 当座
口座番号/0078979
名義/社会福祉法人名古屋市名東区社会福祉協議会
※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3年度法人・団体の賛助会員のご紹介 (/1贋不問・敬称略) 目
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、ユウトク株式会社、株式会社名東
介護センター、みうら内科クリニック、株式会社東和建設、中京銀行高針支庖、世界救世教いづのめ教団、東山遊園株式会社、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、豊が丘学区保健環境委員
会、タック株式会社、第一生命保険株式会社藤ヶE営業オフィス、前山学区保健環境委員会

〈もったいない仰がとうに ) ?)(;;)1J31J3~にご協力をお願いします/
各家庭で眠っている食品を持ち寄っていただき、生活，-;:.;t'困りの方K配布・あ、届けする活動です。
食品で、人と人とをつなぐ、気軽Kできるボランティア活動です。

-r..C:::::I副首互Z・~..F.事温b

V こんな食品を持ち寄ってください!'" 左記食晶など常温保存できるもので、次の条件を満たすものが対象です

0賞昧期限の明記があり、期限まで3ヶ月以上あるもの
0生鮮食品・酒類以外のもの
0未開封で、包装や外装が、磁損していないもの 名東区

Lトルト食品 カップ麺 米 O日本語表記されているもの Oお米は2021年度、2022年度が対象 社会福祉協議会
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地域支えあし、事業実施学区交流会 主 ぷ
名東区では6学区(梅森坂、引山、藤がE、北一社、高針、極楽)で実施されている“地域支えあい事

業"。学区の住民相談窓口に常駐するボランティアコーディネータ一、役員の方等29名の方に参加い

ただき、各学区の取り組みゃ悩み、課題について情報交換・交流をしました。

地械支えあい事業って?

高齢者等の地域住民のちょっとした困りごと(電球の取り替え、ごみ出

し、家具移動など)を、学区の住民相談窓口で受付し、ご近所ボランテイ

アによる支えあい活動によって解決する事業です。

工夫が
いっぱい

悩みも
あります…

LlNEを活用してボランティアに依頼内容をメール配信している。 ※感染予防対策をしながら

支援が必要そうな方のところへ出向いて、声かけし相談しやすくしている。 開催しています。

・チラシや広報グッズは、回覧た、けじゃなく手渡しすることで信頼につながっている。

人とのつながりづくりを意識している。依頼者のご近所の方にボランティアの依頼をしている。

利用料は無料(材料費等は依頼者負担)のため、頻繁に依頼する方の対応方法に悩んでいます。

ボランティアの高齢化、実働のボランティアが固定化してきでいる。

まだまだ学区全体にこの事業が広まっていない。

実施学区の皆さんの日頃からの取り組みがあって、地域のつながりがあることを実感し、

課題解決に向けともに取り組んでいきたいと思います。

各学区の相談窓口はこちら ※記載の曜日・時間帯のみ開設・電話がつながりま杢I
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開設日時 fD 9時~12時/0 13時~16時

電話番号 080-4522-4876 

開設日時 fDO 13時~16時
電話喬号 090-1744-6440 

開設日時 ÐEil 9時~12時

電話香号 080-3063-7705 

各学区コミュニティセンターで開践しています。気軽にご相談ください!

E1;$1 開設日時 fD~e 10時~16時

電話番号 052-773-5533 

開設日時 0 13時~16時/0 9時半~12時半

電話番号 080-4547 -81 81 

開設日時 ~O 13時半~16時半

電話番号 070-1449-9578 
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tD nmm お助けポランティ7講 座を開催しましたlも，;

第1回 6月7日@ 第2田 6月10日@

e 

• 令和4年6月の3日問、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

; 養成する講座を開催しました。17名の方にご参加いただき、実践や交流会などをしました。

今後は、お助けボランティアの立ち上げに向け準備をしていく予定です/-E 
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第3回 6月22日@
先輩ボランティアさんから具体的な

支援内容や心構えなど教わりました!

みんなで草取り。コツを

教わりながら共同作業!

講座の振り返りと参加者同

士支流しました!

回回回回国四国{ヘアドネーション]ヘアドネーシヨン(英:HairDonation、アメリカ発祥)とは、小児がんや先天性の脱毛症、不慮の剰などで頭髪を失つ
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助成団体が決定しました!
[ 区民の皆さまから吋いた赤し1羽根共同募金を財源に、子どもや子育てを応援する方を支援する事 1

業を始めて今年で3年目。今回初めて公開でのプレゼンテーション(審査会)を実施しました。 J

6月18日(土)に実施した審査会では、応募し h ，_ー
たそれぞれの団体が決められた持ち時間の中

で、子どもや子育て中の親をターゲツ卜とした企

画のプレゼンテーションを行い、事業の必要性な

どを訴えておられました。どの企画も「身近にあ

るとうれしい」と思う事業で、今後の展開が楽し

みな内容でした。

「令和4年度名東区子ども・子育て支援応援助成事業j審査結果

S-net心理研究所 臨床子心育理て士のと様一々緒なに困考りえ感まをし~~

2 愛Wishプロジェク卜 障がい者含む老若男女が共に挑む手話ダンス講座 20，000 

3 NPO法人 Hands 子ども食堂「ほのぼのキッチン」 100，000 

4 NPO法人 sym めいとう子移ど動も式食子堂ど・も地域マルシェ・ 食堂 40，000 

5 aimain可a 地域共生リビング aimaima 30，000 

6 上社おやじの会 緑猪地高の緑夜地の棚生田物で観の察親(子稲作体験、ナイトウオーク) 59，400 

7 おやこ学育ルームみらい 子どもの自主学習の場の開設(寺子屋事業) 20，000 

助成決定総額 299，400 

社協では、名東区
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の誰もが f子どもや
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子育てにやさしいま
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ちjと思えるような
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支えあいの仕組み
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を今後も応援してい
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きます!

鍾集委震のまち歩き3
⑤ 虹ケ丘なないろマルシエ ⑤ 体と脳のいきいき健康づくりサ口ぞ、 ー

虹ヶE介護老人保健施設の駐

車場で開催していた、すてつぷ工

房『あかね』さんが運営するマル

シ工です。小さい場所ながら、野

菜と事業所の製品が並んでいま

院 I!s/I'Ef:七 五了、 『圃i

---_." ・・・，_二L・， ]11 -_，..".圃・・Bせ且圃岨臣、.園田盟国・・E

-
した。事業所の活動のーつで農作業を取り入れられ、夏

のマルシェには育てたキュウリなど

作物が並ぶそうです。

事業所の利用者の方も盾頭にた

ち、スタッフ|ま「私たちのことを知って

もらいたい。そのための活動です。」と

お話しされていました。

E回 毎月第1・3木曜日 11:00-13:00 

E固 代万町3-11-2
虫IヶE介護老人保健施設駐車場内

‘tぜん
主催者:就労継続支援B型事業所すてっぷ工房『あかね』

「体力の衰えは足からきま

す」と、運営者ご本人の経験か

ら健康づくりのサロンを立ち上

げられ、8年になるサロンです。

開設当初からの参加者は「健康

を維持してこられています。J
とのこと。「お嫁さんに勧めら

れて…。」と参加されたT年目

の方も、「運動は適度で脳卜レ

もあり、無理なくとても楽しく

参加しています。Jと、充実した

時間を過ごされていました。

I:M:&I毎週木曜日 13:30-15:00

LWJI西山本通2-34 ~ヨ 500同
西山コミュニティセンター

主催者.体と脳のいきいき健康づくりクラフ

' 

これまでの取材活動の中でも、なかなか訪れることがなかった地域で-すが、取り組みの紹介を通じて、

もっと多くの活動が生まれることを期待します! -'e .-. 
子どものために、寄付された髪の毛でウイツグを作り、無償で提供する活動。但し、悪質な業者もいるので、詳細な情報を集め、髪を提供することが必要といわれています。
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身近な場所でケアマネジャーに健康・福祉・

介護のご相談ができます。まずはお電話にてお

問い合わせください。 ※相談無料

言面 相抱負 二十三下二五亙二コ一言語干園
猪高 |名東区介護保険事業所

上社一丁目802番地
上社ターミナルビル2階 1726-8669

引山 香南パラダイス居宅介護支援事業所 香南2・1301-1 1760-7315 

引山 コープあいち福祉サービス名東居宅 香南2-1302 1760-5066 

引山 快適ライフセンター 引山一丁目608番地 1760・2526

引山 |なないろPlan |引山二丁目404
ーハウス引山5A1 726-9200 

藤か'1LI居宅介護支援事業所シェル 明が丘124・2 | 
Xビル4-C1768-5801 

アサヒサンクリーン在宅介護センター
本郷名古屋指定居宅介護支援事業所 藤森西町2002-11 776-1192 

蓬来 在宅看護センター愛居宅介護支援事業所名東 八前2-1820 1774・0881

上社 |医樺法人香齢いだか居宅介護支援事業所占詑恐60酬の11701-7600

|グー |上社三丁目102
上社 フンド・ケア居宅介護支援事業所東名ビルデインク1階 1715-6063

高針 |縁屋居宅介護支援事業所 高針二丁目2506-2|7346118 
高針中央ビル2-A

西山 |名東総合ケアセンター 代万町一丁目49番地 1702-8271

名東 |株式会社名東介護センター介護相談室喜蕊彰司F 1702-6600 

名東 名東パラダイス居宅介護支援事業所 名東本通五丁目8番地 1702-2500

極楽 極楽苑居宅介護支援事業所 大針一丁目265番地 1709-5015

匂
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自的とし

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。

令回は底芸刃包忍をご案内します!

大好きで大切なおもちゃが壊れてし

まって…。名東児童館では、定期的(年間4
回)に「おもちゃ病院Jを実施し r--v--ハ

ています。おもちゃ病院とんか l(.二Y
ちのおもちゃドクターが修理 l....) 
を承ります。この機会にご利用 ~り
ください。 メ工ーちゃん

1=108月2日(火)午前10時~正午

uu幼児と保護者・小学生・申高生

E重ヨ15人※先着順

E軍盟 7月20日(水)
13:00より受付(電話可)

※修理代は無料、部品代が有料の場合有り。
ICゲーム機器は不可。

麟調桜狩必抑制令鵠度参加者募集@φ.
8月から、市内に住む65歳以上の高齢者を対象とした介護予防事業「高齢者はつらつ長寿事業(はつ

らつ)Jの参加者を募集します。体操、折り紙や工作などの創作活動、様々な内

容で開催しています。きっと新しい出会いが皆さんをお待ちしています。

Ilm週 令和4年10月~令和5年3月末までの半年間
Eヨ9区内8か所のコミュニティセンター(別表)
E軍盟 社会福祉協議会までお電話ください。

申込多数の場合は抽選します。(初めての方優先)

陸軍国8月1日......31日の平日 (9時......17時)

善意のタ丁
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 [令和4年4月9日~令和4年6月28日現在、順不同]

-名古屋ヤクルト販売株式会社様

・個人1件

-rrt.;~， I: 1同月佐Z司晴芳子'.v咽ιι~.il"";t~l.;・宮・R証'主宰昼.

匿重重]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

ffi口052・726-8664
巨主訂052・726・8776
直亙gmeitovc@nagoya-shakyo.or・JP

①10・00~12・00/①13:30~15:30

※この印刷物は再生紙を使用しています。


