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第３次地域福祉活動計画

始動 !!

〜誰もが住みよいまちづくり〜

活動計画に
ついては
Ｐ２〜３を
見てね★

フレーズ
キャッチ

ちょっと声かけ いい関係 きにかけあって ふつうに くらせる しあわせ地域
みんなで つくりましょう 「ちいきふくし みんつく」
一緒に東区のこと考えませんか〜 メンバー募集中！！
※「みんつく」とは、活動計画推進組織の名前です。みんなで創ろうわがまちひがしを略した愛称です。
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この広報誌は皆様にご協力いただいた賛助会費でつくられています。

2 ひがし社協だより 63号

みんなでつくろう！

誰もが住みよいまちづくり

第３次地域福祉活動計画を策定しました！！
平成26年度から平成30年度までの5年間を期間とした「第3次地域福祉活動計画」を策定
しました。この計画は第2次計画の成果を継承・発展させるものとして、1年間かけて住民の
皆さんとともに作り上げてきました。
「誰もが住みよいまち」をめざして、現在の東区の福祉的課題を整理し、どんなことに取り
組んだらよいかなどの検討を重ねてきました。
これからは、計画に掲げられた事項を１つずつ実践していきます。
一人でも多くの皆さんに参加していただき、このまちを誰もが住みよい素晴らしいまちに
していきましょう。

基本理念

誰もが住みよいまちづくり
排除しない地域づくりを

〜みんなが笑顔で暮ら

「みんなちがってみんないい」東区に

目標Ⅰ
対応策１

新しい近所づきあいで
地域力アップ
住み心地のよい「ご近所づきあい」

①ご近所同士が知り合うきっかけを創ろう！
②「集合住宅」「戸建住宅」住民のつながりを創ろう！
対応策2

孤立しない、させない環境づくり
（ストップ ザ・孤立）

①誰もが参加しやすい 場 の提供、発信
②SOS 助けて が発信できる仕組みづくり
③認知症・障がいのある方が気軽に集まれる場所を
増やそう
対応策3

防災で、私たちが発信する「自助・共助」

①被災した時を想定し、つながりの必要性を
伝え、自分たちで考える自助・共助の発信

目標Ⅱ
対応策4

お互いさまの助け合い・
相談の仕組みづくり
お互いさまの助け合いづくり

①気軽に頼める生活支援の受け皿づくり
②地域での取り組みの普及・拡大
対応策5

困りごとのワンストップサービス
(相談窓口)の整備と提供

①身近な地域で相談できる「人や窓口」の整備と後方支援
②生活のしづらさを抱えた人を支えるための福祉情報の蓄積・提供
対応策6

地域と専門職のネットワーク推進

①地域と専門職のネットワークの充実
対応策7

個人情報保護法を正しく理解し共有・活用

①個人情報保護法について学ぼう

住民参加による計画推進

「みんつく」による進行管理の継承

福祉のつどい2014
広げよう！ 地域の輪はじめよう
あなたとわたしにできること

ひがし社協だより 63号 3

第3次計画の
ポイント

3つの目標の
コンセプト

３つの目標のもとに11の対応策を実践して
「誰もが住みよいまち」を目指します。

「みんなで創ろう！ わがまち ひがし」
個別支援……安心して暮らすための生活支援を目指します。
地域支援……ともに支えあう地域を目指します。
住民参加……地域福祉をみんなでつくります。

福祉のまちづくりを
一緒に考えてみませんか？

「みんつく」メンバー
大募集！

せるために〜
地域福祉を進めるうえでの
担い手づくりと有効な仕掛けづくり

目標Ⅲ

対応策8

新たなボランティア人財の掘り起こし

①団塊世代の地域参加を支援
②地域活動ボランティア活動のきっかけづくり
対応策9

ボランティア団体への運営支援

①ボランティア団体に対する支援の検討
対応策10

町人(まちびと)ボランティア
コーディネーターを増やそう

活動日(会合日)

毎月 第４木曜日 10：00〜12：00

①町人(まちびと)ボランティアコーディネーターを増やそう
対応策11

この計画を一緒に実践していく
メンバーを募集しています。
｢このまちをもっと・もっといい
まちにしたい」との思いを持った
メンバーがお待ちしています。
特別な知識は必要ありません。
できるところから一緒に活動しま
しょう。

場

地域福祉を住民にもっと、もっと知ってもらう

①地域福祉でがんばっている人・組織の情報発信

高岳げんき館

（東区在宅サービスセンター）研修室

仲間をふやそう

９月12日(金） 13：30〜

日

時

内

容 第１部

場

所 東文化小劇場ホール

みんなで取り組む「第３次地域福祉活動計画」
第２部 福祉講演会 高齢期のからだとこころ〜防ごう、認知症〜
講師：山本

所

纊子 先生 (藤田保健衛生大学名誉教授）

ベストセラー本「1リットルの涙」の主治医をされていた先生です！
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いきいき支援センターより

あなたの身近な困りごとの相談所

高齢者福祉なんでも相談所

東区内には、高齢者やその家族が身近な場所で相談のできる「ブラン
チ型総合相談窓口(以下｢高齢者福祉なんでも相談所」という｡)」が設置さ
れています｡
｢介護保険制度について教えて欲しい」「介護予防について教えて欲し
い｣等、高齢者の福祉や介護に関する相談に何でもお答えします。お気軽
にご相談ください｡
なお、「高齢者福祉なんでも相談所」は、目印として、右のようなス
テッカーや旗が掲げられています。

（平成 26 年 5 月 1 日現在）

居宅介護支援事業所名

電話番号

FAX 番号

東区介護保険事業所

686-2525

932-9311

なごやかハウス出来町

711-8122

711-8123

介護サービスさくら 夢のぽけっと

725-3105

725-3106

アサヒサンクリーン在宅介護センター大幸東

725-3365

725-3127

居宅介護支援事業所ジィトップ

937-3084

937-3087

あい居宅介護支援事業所

936-0587

936-0597

ケアプラン ヤマモト

933-0371

933-0370

居宅介護支援事業所 憩

508-6002

508-6003

介護支援センタージョイフル千種

856-8811

856-3111

ニチイケアセンター芳野

930-1135

930-1136

居宅介護支援事業所 東桜の里

939-3306

939-3305

▲ステッカー

現在東区内では、
11 ヵ所の居宅介護支援
事業所が「高齢者福祉
なんでも相談所」として、
ご利用いただけます。
▲旗

問合せ先

東区いきいき支援センター
東区いきいき支援センター分室
P.

8

へ

「声をかけてみませんか｣ を 作成しました！
東区認知症専門部会（東区いきいき支援センター、東区役所、東保健所）で
は、認知症の方を見かけた場合、どのように声をかけたらよいかを説明した
「声をかけてみませんか」を作成しました。認知症の方は、つねに危険と隣り
合わせです。「声をかけてみませんか」を活用し、思いきって声をかけてみま
しょう！あなたの一声が、認知症の方にとって大きな助けとなります。
なお、「声をかけてみませんか」は、いきいき支援センターや区役所窓口に
設置しています。また、ホームページ（http://www.higashi-fukushi.com/）
からもダウンロードできます。ぜひご活用ください。

推進協リレー

第5回
筒井学区

推進協とは…？

地域福祉推進協議会（略して、推進協）は、すべての住民が安心して暮らすことのできる
福祉のまちを、住民が主体となって地域ぐるみで推進することを目的とした団体です。

筒井学区では一人暮らしの65歳以上の方を対象とした、延べ年６回の食
事会のほか８月には盆踊り大会、10月には学区体育祭、12月には３世代交
流の餅つき大会などを実施しています。
今年の４月からは、新たに０歳から３歳までのお子さんと親御さんを対象
にした、月1回の子育てサロンを開催することになりました。
５月に開催されたふれあい給食会は、東区まちづくり推進室の方の説明に
よる「交通安全絵合わせパズル」で頭の体操を楽しんだ後、推進協の構成員
ふれあい食事会の様子
である女性会と民生委員の手作りの「ちらし寿司」を５月の心地よい季節の
次は旭丘学区へバトンタッチです
中、楽しい時間を過ごしていただけたと思います。

ひがし社協だより 63号 5

東区のボランティア活動を赤い羽根が応援します！
対

象 (1）主に東区内で活動中の法人格を持たない団体

(2）平成26年度末（平成27年3月31日まで）に実施する地域福祉事業
助成区分 事業経費助成

および

備品購入助成（助成区分ごとに一団体一件）

助 成 額 ５万円（赤い羽根共同募金）
審査方法 書面による１次審査、発表形式の２次審査にて可否・額を決定
締

切 7月18日（金）

※申込には詳細な条件等がございます。
問 合 せ 東区社会福祉協議会

こんにちは

P.

8

へ

赤い羽根共同募金
配分金事業

「東ほっとネット」です！

あなたのやさしさ
もっと知りたい

こんな活動をしています！

〜第13回通常総会・交流会が開催されました！〜
6月7日(土)午後「第13回通常総会・交流会」が、高岳げんき館研修
室で、27団体・個人の出席をいただき開催されました。
活動報告・活動計画といった通常総会の後、仲間をもっとよく知ろう
と、グループに分かれて交流会を実施しました。
交流会では、お互いを理解することでつながりを深め、他団体との交
流を活発にしようと、お話がはずみました。
参加者の皆様の感想は…
○普段知ることのできない内容や経験を聞くことができた
○普段関わることができない人と触れ合うことができた
○今回学んだことを自分の活動に活かしたい
○もっとボランティアをする方が増えるといいと思う
○単独行動が協調へと広がっていく
○他のグループとコラボすると活動の幅が広がる
〇必要な時に連携して協力できると良い

東ほっとネット交流会の様子

「東ほっとネット」とは？
東区を住みよいまちにするために、区内のボランティア団体や施設、学校、企業など、
ボランティアに関わる人たちで構成する組織です。

東ほっとネット総会の様子

「東ほっとネット」はいつでも会員募集中です。
問合せ先 (事務局)東区社会福祉協議会ボランティアセンター P. 8 へ
活動に関心のある方はお問い合せください。

「ボランティア活動保険」のご案内

ボランティアセンターからのお知らせ

ボランティア活動するなら必ず加入しましょう！
短期のボランティア活動体験をする人も、これから長期の活動を始める人も、入って安心、ボランティア活動保険！
ボランティア活動中における傷害および賠償の両事故を補償！さらに活動場所に向かう往復途上も対象！
特に、災害ボランティア活動をする方は、必ず出発前日までに「天災特約付きプラン」にご加入ください（※「基本
プラン」では、地震や津波、噴火等にともなって生じた事故等は補償されません）。
補償期間は、年度内（4月1日または加入日の翌日から翌年３月31日まで）。
なお、加入には印鑑が必要です。その他の条件やお申込方法等詳細につきましては、
東区社会福祉協議会までお問合せください。
●詳しい保険の内容は、愛知県社会福祉協議会のホームページでもご覧いただけます。
http://www.aichi-fukushi.or.jp

6
2 ひがし社協だより 63号

みんなでつくろう！ 誰もが住みよいまちづくり
はつらつサポーター募集中！
！
身近な地域でボランティア活動はじめませんか？
を策定しました！！
第３次地域福祉活動計画
高齢者はつらつ長寿推進事業は、65歳以上で会場までご自分で参加で
きるかたを対象とした事業で、東区内８会場のコミュニティセンターなど
平成26年度から平成30年度までの5年間を期間とした「第3次地域福祉活動計画」を策定
で実施しています。
しました。この計画は第2次計画の成果を継承・発展させるものとして、1年間かけて住民の
毎週１回２時間のプログラム運営のお手伝いや見守り、または特技を活
皆さんとともに作り上げてきました。
かしたボランティアさんも募集しています。

「誰もが住みよいまち」をめざして、現在の東区の福祉的課題を整理し、どんなことに取り

組んだらよいかなどの検討を重ねてきました。
８月には、26年度後期「もみじクラブ」の参加者募集をします。
詳しくは、広報なごや8月号区版をご覧ください。

これからは、計画に掲げられた事項を１つずつ実践していきます。
一人でも多くの皆さんに参加していただき、このまちを誰もが住みよい素晴らしいまちに
していきましょう。

高岳げんき館 夏祭り 〜盆踊りと縁日♬〜
基本理念

日時
会場

誰もが住みよいまちづくり

7月31日(木）10：30〜１４：30まで
高岳児童館3階ホール・集会室

排除しない地域づくりを

★盆踊り１回目（10：30〜）参加して２つのお楽しみ券をゲットしよう！〜みんなが笑顔で暮ら
①わらびもち券

「みんなちがってみんないい」東区に

②お菓子のすくい取り券
※なくなり次第終了です。
新しい近所づきあいで
Ⅰ
目標★縁日（11：30〜14：30まで）

目標Ⅱ

地域力アップ

お互いさまの助け合い・
相談の仕組みづくり

①射的
対応策１②わなげ
住み心地のよい「ご近所づきあい」

対応策4

★盆踊り２回目（13：30〜）！
①ご近所同士が知り合うきっかけを創ろう
②「集合住宅」「戸建住宅」住民のつながりを創ろう！

①気軽に頼める生活支援の受け皿づくり
②地域での取り組みの普及・拡大

お互いさまの助け合いづくり

浴衣でのご参加をお待ちしております♪

困りごとのワンストップサービス
孤立しない、させない環境づくり
対応策5
対応策2
P. 8 (相談窓口)の整備と提供
へ
問合せ
高岳福祉会館･児童館
（ストップ ザ・孤立）
①誰もが参加しやすい 場 の提供、発信
②SOS 助けて が発信できる仕組みづくり
③認知症・障がいのある方が気軽に集まれる場所を
増やそう

「子ども虐待防止世界会議

①身近な地域で相談できる「人や窓口」の整備と後方支援
②生活のしづらさを抱えた人を支えるための福祉情報の蓄積・提供
対応策6
地域と専門職のネットワーク推進
名古屋
2014」に参加しよう
！

①地域と専門職のネットワークの充実
今年9月14日〜17日に、子ども虐待防止に係る国際会議「子ども虐待防止世界会議
対応策3
防災で、私たちが発信する「自助・共助」

名古屋

2014」が、名古屋国際会議場にて開催されます。この国際学会は日本では初めての開催で、地元にい
対応策7 個人情報保護法を正しく理解し共有・活用
①被災した時を想定し、つながりの必要性を
ながらにして、世界最高峰の研究に触れ、実践を学べます。重要な講演・発表には同時通訳がついてい
伝え、自分たちで考える自助・共助の発信
①個人情報保護法について学ぼう

ます。また、子ども虐待の専門家を育成するために国内外の最高峰の専門家が講義をする「マスター・
クラス」や、海外の参加者と交流できるフォーラムやレセプションなども企画しています。

「みんつく」による進行管理の継承
住民参加による計画推進
http://www.ispcancongress2014.org/ へ

詳細は世界会議サイト
◆名

称：子ども虐待防止世界会議名古屋2014

◆日

時：2014年9月14日(日)〜17日(水）※9月13日(土）にも関連プログラムを開催

◆会

場：名古屋国際会議場（名古屋市熱田区熱田西町１−１）

福祉のつどい2014

広げよう！ 地域の輪はじめよう
世界会議
あなたとわたしにできること
杉本、町田〔Nagoya2014@jaspcan.org〕
マスコットキャラクター

◆テーマ：子ども中心の社会に向けて：過去から学び、未来に向けて行動しよう
◆連絡先：日本子ども虐待防止学会事務局

ひがし社協だより
ひがし社協だより 63号
63号 3
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東区社会福祉協議会

平成26年度

事業計画

３つの目標のもとに11の対応策を実践して
第3次計画の
「誰もが住みよいまち」を目指します。
ポイント
★地域福祉活動の推進

「みんなで創ろう！
わがまち ひがし」
(ふれあいネットワーク活動の促進：新たに2学区)

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
地域力の再生による生活支援推進事業実施学区への活動支援（新たに1学区）

個別支援……安心して暮らすための生活支援を目指します。
ふれあい・いきいきサロン実施団体への活動助成及び新規活動支援
3つの目標の
大規模団地における孤立防止に向けた人と人とのつながりづくり
（１ヶ所）
地域支援……ともに支えあう地域を目指します。
コンセプト
福祉活動実践者への各種研修会の実施
住民参加……地域福祉をみんなでつくります。
地域ぐるみの福祉教育の推進

★地域福祉活動の啓発

★ボランティア活動の促進

福祉のまちづくりを
一緒に考えてみませんか？
災害ボランティアグループとの連携・協力

福祉のつどいの開催

ボランティア応援助成の実施

ひがし福祉まつりの実施
広報紙「社協だより」の発行

ボランティアに関する相談・情報提供

他

「みんつく」メンバー
★高齢者福祉事業
高岳福祉会館の運営
大募集！ 【受託事業】

せるために〜

★児童福祉事業
高岳児童館の運営【受託事業】
子ども会・留守家庭児童育成会等

地域福祉を進めるうえでの
実施事業への助成
担い手づくりと有効な仕掛けづくり
子育て支援ネットワーク連絡会への参画

目標Ⅲ

高齢者はつらつ長寿推進事業の
実施【受託事業】

他

新たなボランティア人財の掘り起こし

対応策8

①団塊世代の地域参加を支援
②地域活動ボランティア活動のきっかけづくり
★障がい者(児)福祉事業

障がい者関係団体実施事業への助成
ボランティア団体への運営支援
障害者自立支援協議会への参画 他

対応策9

①ボランティア団体に対する支援の検討

町人(まちびと)ボランティア
コーディネーターを増やそう
★第３次地域福祉活動計画の推進

この計画を一緒に実践していく
学区敬老行事への助成 他
メンバーを募集しています。
｢このまちをもっと・もっといい
★福祉サービス
まちにしたい」との思いを持った
耐震留具取付事業及びガラスの飛散
メンバーがお待ちしています。
防止フィルム取付事業の実施
特別な知識は必要ありません。
寝具クリーニングサービスの実施
できるところから一緒に活動しま
車いす・福祉用具等の貸出
しょう。

対応策10

①町人(まちびと)ボランティアコーディネーターを増やそう
安心して暮らすための生活支援をめざします
対応策11

活動日(会合日)

毎月 第４木曜日 10：00〜12：00
場

ともに支えあう地域をめざします
地域福祉を住民にもっと、
もっと知ってもらう
地域福祉をみんなでつくります

①地域福祉でがんばっている人・組織の情報発信

仲間をふやそう

高岳げんき館

（東区在宅サービスセンター）研修室

★その他

低所得者への緊急援護事業
日 時 ９月12日(金）
場 所 東文化小劇場ホール
午後13：30〜
在宅サービスセンターの運営
内

赤い羽根共同募金運動への協力
みんなで取り組む「第３次地域福祉活動計画」
東区いきいき支援センターとの連携・協力
第２部 福祉講演会
高齢期のからだとこころ〜防ごう、認知症〜

容 第１部

講師：山本
纊子 先生 (藤田保健衛生大学名誉教授）
東区介護保険事業所との連携・協力
ベストセラー本「1リットルの涙」の主治医をされていた先生です！

所

8 ひがし社協だより 63号

事務局だより
賛助会員募集

地域福祉活動の応援団になりませんか！
！

東区社会福祉協議会では、地域のみなさまと協働して誰もが住みよいまちづくりを推進しており
ます。本会事業にご賛同いただき、ご協力いただけるようお願いいたします。
あなたも、ふくしのまちづくりに参加しませんか？
お申し込みは、東区社会福祉協議会までご連絡ください。
会

費

平成25年度実績

個人

１口

法人・団体 １口

個人会員
法人・団体会員
計

1,000円（年間）
5,000円（年間）

557人
149件
706件（2,027,000円）

＊所得税・住民税及び法人税の優遇処置が受けられる場合があります

寝具クリーニングサービス事業
ふれあい・いきいきサロン（子育てや高齢者のサロン）の支援
社協だよりの発行
地域福祉交流会 など

こんな事業の
支援が
できました

善意の寄付

善意のご寄付ありがとうございました。
（平成２５年１２月１１日〜平成２６年６月１０日受付分）

○名古屋ヤクルト販売株式会社
○ひまわりサロン

様

リサイクル本コーナー

様

○ 匿名２件
東区社会福祉協議会では、香典返しなどに代えてご寄付いただける方には
ご相談に応じてお礼状の作成などを行っております。
申込・問合せ

問い合わせ一覧

TEL

FAX

686−2525

いきいき支援センター

932−8236

いきいき支援センター分室

711−6333

高岳福祉会館

931−8174

高岳児童館

932−1718

711−6313
935−1025

高岳

N

高岳郵便局
駐車場入口

41

関西
電力

エレベーター
(地下鉄高岳駅直結）

地下鉄 桜通線 高岳駅
桜通（国道19号線）
レクサス
至鶴舞

桜通泉二

至車道

介護保険事業所

号線

932−9311

東区社会福祉協議会
(高岳げんき館）

国道

932−8204

至黒川
至久屋大通

東区社会福祉協議会
（ボランティアセンター）
共同募金委員会

東区社会福祉協議会

