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1 0月1日から赤い羽

根共同募金運動が始ま

ります。

今年もみなさまからの

あたたかいご協力をお

願いいたします。
協力:第一生命保険(株)名古屋総合支社

藤ヶE営業オフィスの皆様と

本広報紙編集委員の皆様

〈今年度は10月7日(金)に実施予定〉

協力:ジブラルタ生命(株)

名古屋中央支社藤ヶE営業所の

社員・ご家族の皆様

〈今年度は10月1日(土)に実施予定〉

、
ゃん 営 ~.

早いちの勝ちですff 
500円以上募金をしていただいた方に赤い羽根

)'(ッジをお渡ししています。毎年バッジを集めて

コレクションされている万もいうっしゃいます。ぜ

ひ社会福祉協議会窓口にてお求めください。

CJ'(ッジ、の{也、クリアファイルもあります)
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12，248，000円
一般募金目標額一一 10，151，000円
歳末募金目標額一一 2，097，000円

(赤い羽根協賛斗一一一一一一一一一一一一-

E}.f.tiii ÞW;J:目立吉正ヨ~.
今年も区内の小中学生の皆様かう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。

①10月31日(月)- 4日(金) I西山小、名東小、高針小、猪高小、藤がE小、香流小

②11月 7日(月)-11日(金) I猪子石小、梅森坂小、蓬来小、本郷小、貴船小、極楽小

③11月14日(月)-18日(金) I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

④11月21日(月)-25日(金) I 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。※①~④の各最終日は午後4時以降に作品の入れ替えを行います。

国 10月13日(木)11 :00......15:00 '!f}t) 
E盟 上社ターミナルビル工ントランスコート(上社駅出てすぐ)
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@ 赤い羽根共同募金実績額 11，38附 6円

・一般募金実績額...9，426，895円 ・歳末募金実績額...1，953，971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ィづくりを目指して、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72%(8，213，866円)が、県内の社会福

祉施設の整備や団体の事業に約28%(3，167，000円)が下記のとおり活用されます。

-~~~ヨ5仰ìlmtì1IH車通')J~，・:'Þl阿・・・

(3，167，000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

-E迫田E憲章主覇市:軍軍ÞJ~，:'Þl個・・ • • • • • • • • • 
(686，000円)

-共同募金PR活動費
-共同募金運動資材費 など

.吉司~~~亘jj:~1ß個・・・・・・・・
(1，810，971円)

-地域福祉推進協議会活動
-小規模作業所歳未行事支援

など

-. 
lI:i霊~;軍事:=[(歯車F8. 一一一一一一

(1，592，000円)

・子ども会活動支援
.子育て支援活動事業
・保育園備品整備事業 など

名東区なごやかクラブ連合会一一一一

『高齢者福祉のための学区講演会事業J
講師をまほろぱ遊様、山下一郎様の心を豊かに

する朗読と歌のコンサート講演会を貴船学区で開

催し、老人クラブ会員相互の協調と融和を図りました。コロナ渦で、6クラブの

代表者で講演会を開催できたことをクラブ会員一向、大変感謝しております。

名東区手をつなぐ育成会 一 ー

『知的障害児交流体験事業J
牧野が池緑地の広場を知的障害児・者と家族

がボランティアさんの待つポイントをめぐりな

がら、スタンプと景品を集めて楽しく歩き回り

ました。コロナ渦でしたが、青空の下、久しぶりにのびのびとした活動がで

きたと思います。これからも、状況に合わせて、子どもたちが楽しむことが

できる事を企画していきたいと思います。ありがとうございました。

-.ií:l..9t耳目前!fl週')J~，珂阿国・・・・・・・・・

(2，449，895円)

・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握 など

-・.. . 
(1，220，000門)

-ひとり暮らし高齢者友愛訪問事業
.老人クラフ活動支援
・学区敬老事業 など

-1埠泊町。】間有頃ゆìJ~，:'Þl個・・・・・・

(455，000円)

-広報なごや区版点訳事業
-障がい児・者団体活動支援 など

宅
地域活動支援センターかたつむり

[障害者小規模作業所年末交流事業』

当事業所は、主lこト ー ー 一 一つ

精神障害のある方が |

通所されており、普

段自宅ではなかなか

楽しむことができな

い季節感のある行事 !

(忘年会)を行うこと

ができました。忘年

会では、音楽グルー

プによるミニコン

サートも聞くことができました。利用者や職

員との交流を通して楽しんでいただくことが

できました。共同募金に感謝し1たします。

......... .・・..・.....・....・..... .. .・.....・.. . .・.'.・・.・....・..・・.・・・.....・.............. . 

苦言-皇室長諸容器による顎諒保藍命が開催されました!(8月11'17B.9.F123日)

子育てに関わる方向けに、乳児期~学童期~思春期と、子どもの成長に合せた発達や子育ての悩み

などを現役のスクールカウンセラ一等の専門職が解説しつつ、参加者間でも悩みを共有しながら子育て

のヒントなどを学ぶ会として、3日間開催されました。

子育ての楽しさや大変さ、いろんな思いを家族や周りの方々と

話しあい、共有できる体験が大切だと感じられた講習会でした。

にの事業は赤い羽根共同募金を財源に開催されました。)

保育園の込迎時の手への持し方をゆじめ、 山

工夫ゃ愛情表現方迭を知るこヒドで子マ

良力、~! (参加者より)

'. .・....・'..・・.・.・.....・・.・・......・...・.・・.・.・・・・.....・.・・・.・・・.・.・..・・.・..・........・・・・.・.・....... 

図回回 国国四国[医積的ケア児]病院以外の場所で"たんの眼引"や"経管栄養"など、生きていく上で必要な医療的援助おける子どものこと。近
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をご存じで、すカ冴

第4次地域福祉活動計画の、困りごと相談・生活支援プロシoヱクトチームでは、「地域と専門職が輪になって気軽に相談

やつながりができるJという基本目標のもと、ろばかふえの登録を推進しています。

「ろばかふえ剖Jとは、“誰もが気軽に相談できる場

の方や地域の誰もが安心して参加できる身近なサ口ンです。~ .u・

ろばかふえ
の特徴

サロンの主催者ヤ参加者も 専門職と

「認知症サボーター」です。 連携をしています。

認知症サポーターとは、認知症サ いきいき支援センターや社協をはじ

ポーター養成講座を受講した、認知 めとした専門職が、困りごとや認知

症を理解し、本人やその家族を温か 症についての身近な相談相手とし

く見守る応援者です。 て、ろばかふえと連携を図ります。

でい現在6か所のサロン 3‘「るはb
-E・E ・"J・M自

爪哩手吋カーが / 

¥ろ』よかふえの目印ですI1

猪子石モーこンダザロン

さわやか守口ン

l猪子石コミュニティセンター(猪高町猪子石うなぎ廻間53)|第3月曜 9時半---11時半

|平和がEコミュニティセンター(平和が.Ei5-29) :第2・4木曜 13時---15時

極楽ザロン ;極楽コミュニティセンター(高針台3-801・2) :第3火曜 10時---12時

ちくたく ;コーポK102号(極楽3-10) :毎週水曜 10時---14時

l第2月曜 9時---12時モーニングサロンはーぶ

梅森桓西あやめサロン 県営梅森坂住宅集会所(梅森坂西1-503) :第3水曜 10時---12時

図困図図四国困 梅森坂西あさ~béサロン
平成27年5月から開設されているこのサロン

は、新たに今年2月にろばかふえ認定を受けまし

※コロナ禍により時間変更あり

た。県営住宅の集会所が会場ということもあり、住宅の方やご近所の方などこの

日は8名の方が参加されていました。

ろばかふえでは、[ろばかふえエプロンJを着用

な .. したスタッフが、喫茶やおしゃべりの聞に簡単な体
自宅でもできる簡単1d:. ~ゃいきいき支援センターからの情報など、役立
ストレッチをて笠主」二コ 木

つ内容を紹介。楽しみの提供だけではなく、認知

症の方のお困りごとの相談を受けたり、「忘れっぽくなっちゃったJとの会話から自

然に繋がり見守るスタッフの姿がそ乙にありました。「毎月ここに来るのがたのし

みjと毎月参加されている方ちおられ、あっという間の2時間でした。

.:I:tJ第3水曜 10時---12時BlI県営梅森坂住宅集会所 E盟国100円

活動前(:I歩。坊匁切手領主国[g_(:方目見
ボ、ランティア活動保険は、ボランティア自身が活動中にケガをした(傷害事故)、他人にケガをさせてしまった

(損害事故)等の事故の補償をするものです。(保険料は250円~、天災プランもあります)

社会福祉協議会の窓口で加入の受付をしておりますので、活動の前固までにぜひご加入ください。

※他にもボランティアの行事保険(当日のみの保険)等も受付をしておりますので、ご活用ください。

※令和4年度加入期間:加入翌日~令和5年3月31日午後12時まで

D新生児医療の発達により、超未熟児や先天的な疾病を持つ子ともなど、以前なら出産直後に亡くなっていたケースであっても助かることが多くなってきました。
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「終活jとは「人生の終わりをよりよく

締めくくるための準備をして、より自

分らしく生きるための活動Jのこと。
~ 成年後見制度や男 、ー一一
川両jp-可7 続など、今から備えておきたいお金

t管奉還邑 についての講話ですL

[講師]弁護士/板井淳子氏

1=1$111月10日(木)14:00--15:30
E蓮司名東区役所講堂

Um3区内在住の方、先着30名
E軍週 10月3日(月)から

電話にて北部いきいき支援センター
{電話:726-8777)までお申込み

※コロナ感染拡大状況により、中止・変更する場合があります。

匂
児童館は遊びを通して、子どもの健康を増進

レ|育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。

令回は 間

四
骨

をご案内します!

この行事は、館内に隠された「お宝
力一ドJを見つけ、ミ二ゲームゃなぞ
解きをしながら「メ工ーちゃんの秘 メ工ーちゃん

宝Jを集めるゲームです。お宝ハンターになって、
ポイントをたくさん集めて景品を獲得しよう/

I=ID 11月19日(土)1 0:00--11 :30 
U H小学生 E望書 20人※先着順

E歪彊 11月5日(土)13:00より受付
(13:30より電話可)

-・I!司監唖~l匝週E・(í~~圃置

Jfフどいの場ρ

『今日はうめちゃんの日だから』

午前11時のオープンに合わせて、た

くさんの方がお弁当

を求めて訪れます。

この日は「キーマ

カレーJo140食余

りがT時間ほどで完

売になりました。最

後に訪れた高齢者の方はr1日テレビ

の番をしてるより、ここに来るほうが

いいJと笑顔で帰られました。また、親

子で参加された方は、 『食事をいただ

※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。

くだけじゃなく、乙こに集まってきた

人と交流ができる所がいし、Jと、うめ

ちゃん食堂の良さを語られました。

小学生も運営スタッフとして活躍し

ているところがこの食堂の特徴です。

食材の準備から盛り付けなど、小学生

から大人まで多くの

スタッフでこの食堂

を切り盛り、そのパ

ワーが食堂の人気

につながっているよ

うに思いました。

善意 の 灯

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6月29日~令和4年9月27日現在、順不同]

風花ちゃん

E，I(';è!;; !同防Eι哩暗司 ，.0困ç.';取ら長引，~;j'f.誌と，1-;，，"'"証_1司語圏

-名古屋ヤクルト販売株式会社様

・中部土木株式会社様

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。

匿歪亙]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
口主訂 052・726・8776
I MAIL I meitovc@nagoya-shakyo.or.jp ※この印刷物は再生紙を使用しています。

4 


