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定期的に行われ、誰でも参加できる
サロンには開設時とその後の運営の
ための助成金があります。
※詳しくは、東区社協までお問合せ下さい。

参加型手品で指先運動
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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。
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東区社会福祉協議会 平成27年度 事業計画
第３次地域福祉活動計画（平成26年度〜30年度）の取り組み
「第３次地域福祉活動計画」の２年目として、計画策定から携わっていただいたボランティア
等で構成する「みんなで創ろうわがまちひがし」
（通称：みんつく）との協働により、
「みんなが
笑顔で暮らせるために」さまざまな事業を展開します。

基本理念

３つの
目標

目標１
目標２
目標３

誰もが住みよいまちづくり
新しい近所づきあいで地域力アップ
お互いさまの助け合い・相談の仕組みづくり
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

地域福祉活動の啓発

地域福祉活動の推進
●地域福祉推進協議会への支援・助成
(ふれあいネットワーク活動・世代間交流等の促進)
●ふれあい給食サービス事業への支援・助成（全学区で推進）
●地域力の再生による生活支援推進事業実施４学区への
活動支援・助成【受託事業】
●ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン実施団体への
活動助成及び新規活動支援
●地域福祉活動実践者に対する各種研修会の実施
●地域ぐるみの福祉教育の推進 他

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実施事業への助成
●子育て支援ネットワーク連絡会への参画 他

●｢福祉のつどい2015」の開催
●ひがし福祉まつりの実施
●広報紙「社協だより」の発行 他

ボランティア活動の促進
●ボランティア応援助成の実施
●ボランティアに関する相談・情報提供
●防災ボランティアネットワークとの
連携・協力 他

高齢者福祉事業
●高岳福祉会館の運営【受託事業】
●高齢者はつらつ長寿推進事業の実施【受託事業】
●学区敬老行事への助成

他

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
●障害者自立支援協議会への参画 他

福祉サービス
●寝具クリーニングサービスの実施
●耐震留具取付・ガラス飛散防止フィルム
取付事業の実施
●車いす・福祉用具等の貸出

★その他
●低所得者への援護事業
●在宅サービスセンターの運営
●赤い羽根共同募金運動への協力
●東区いきいき支援センターとの連携・協力
●東区介護保険事業所との連携・協力

平成27年度 事業費予算
障がい者福祉の推進
161
高齢者福祉の推進
2,726
児童福祉の推進
967
低所得者の援護
646
ボランティア
活動の推進
1,631
ふれあいいきいき
サロンへの支援 660

支出

地域福祉の推進
6,198

18,527
単位 : 千円

地域福祉推進協議会への
支援 5,538
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入場
無料

東区社会福祉協議会では、
「誰もが住みよいまちづくり」をめざして、第３次地域福祉活動計画に
基づいて事業を推進しております。今回の「福祉のつどい2015」では第１部で地域住民の皆様にそ
の活動をご報告するとともに、第２部では、犬山寂光院山主の松平實胤師をお迎えし、わたしたちが
心豊かにすごしていけるヒントをご講演いただき、人の優しさをもとに、地域住民同士の支えあいを
深めていくことを考える機会とします。
予約は不要ですので、ぜひお越しください！

と き

平成2７年９月１
５日（火）13：30〜1６：００（開場13：００）

ところ

東文化小劇場 ホール

※手話通訳・要約筆記を実施します。
※託児サービスを希望される方は、事前にお申込みください。

（東区大幸南一丁目１番１０号 カルポート東）
（地下鉄名城線
「ナゴヤドーム前矢田」
駅下車①番出口すぐ）
＊有料駐車場は台数に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。

定

員

入場料
◆第１部

３００名（先着順、来場者記念品進呈、事前申込不要）
無料
第３次地域福祉活動計画実践報告会

「誰もが住みよいまちづくり」をめざして、昨年度に住民のみなさんとともに策定した
「第３次地域福祉活動計画」の活動状況を紹介します。
東区の福祉のまちづくりにあなたも参加してみませんか！！

◆第２部

講演会

テーマ：
『人にやさしく、豊かな心をはぐくむには』
講

師：犬山寂光院 山主 松平

實胤 師

＜講師プロフィール＞
難解な仏教用語は使わずに分かりやすく、
ユーモアに富んだ「やすらぎ法話」、
「やすらぎ説法」は
多くの方に語り続けられています。またテレビやラジオへの出演もされるとともに数多くの著書も
執筆され、
多くのファンが魅了されています。

問合せ：東区社会福祉協議会
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いきいき支援センターより

東区地域包括ケア推進会議

高齢者アンケート調査の報告！！
概

東区地域包括ケア推進
会議（事務局：東区役所

①対象
区内の65歳以上の男女1,000人(無作為抽出）

区民福祉部福祉課・東保
健所保健予防課・東区い

②アンケート回収状況
647通(回収率：64.7％）

きいき支援センター）
は、行政機関と地域の保

アンケート調査によりわかったこと

健・医療・福祉サービス
に関する各種団体が、高

①集合住宅に居住している人ほど、ご近所付き
合いがあまりない。また、ご近所付き合いや
助け合いを難しいと感じているため、ご近所
付き合いに関する何らかの取り組みが必要。
②高齢者の心身状況に応じた、健康づくりなど
も兼ねたご近所での助け合い活動が必要。何
かのきっかけがあれば、ご近所付き合いやご
近所活動ができると感じている方が多い。

齢者の皆様が住み慣れた
地域でいつまでも安心して暮らしていただける
よう、協議を行い、取り組みを進める組織で
す。その東区地域包括ケア推進会議では、地域
の高齢者の皆様の日常生活の助け合いの実情を
捉え、今後の基礎資料とすることを目的に、昨
年10月にアンケート調査を実施しました。
今回は、その調査によりわかったことをお知
らせします。

今後について
本年度は、この調査結果を踏まえ、
「ご近所ででき
る助け合い活動に関する事業」を検討していきます。

東区いきいき支援センターのフェイスブック
東区いきいき支援センターでは、昨年10月に、
フェイスブックを立ち上げました！ぜひ、ご覧ください！
アカウント名

名古屋市東区いきいき支援センター
アカウントURL

https://www.facebook.com.higasikuikiiki

推進協リレー

要

第7回
明倫学区

名古屋市認知症コールセンターの

電話番号が変わりました！

新 電話番号
０５２‑９１９‑６６３３
ご家族等が認知症でお困りの
場合、お気軽にお電話
ください！

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。

明倫学区では、もちつき大会をはじめとした、多くの年間恒例行事を実施
するほか、コミセンを平日開放し、地域住民の交流や情報共有の場としての
活用を推進しています。平成11年からふれあいネットワーク活動を実施し
ており、見守りが必要な人に支援を繋げる学区内での活動と、コミセンとい
う拠点を軸にした活動の両面で地域づくりに取り組んでいるところです。ま
た、ふれあい給食会の食事を民生委員と事業ボランティアさんが一緒になっ
て調理し、提供しているのも明倫学区の特徴です。出来たて、手作りの食事
ふれあい給食会の様子
が毎回大変好評をいただいています。給食会などの行事一つ一つを大切にし
次は矢田学区へバトンタッチです
ながら、繋がりあえる明倫学区を目指しています。

ひがし社協だより 65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 東区内で活動する任意団体が、平成27年度末(平成28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 額 ５万円（１申請につき）
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・助成額を決定
締

切 7月17日（金）

赤い羽根共同募金
配分金事業

※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

あなたのやさしさもっと知りたい

「東ほっとネット」です！
〜第14回通常総会・交流会が開催されました！〜
6月7日(土)午後「第14回通常総会・交流会」が、高岳げんき館研修室
にて、日ごろ区内でボランティア活動を行っている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、東区内障がい者施設の職員による情報提供として、サン
ワーク職員と東区障害者基幹相談支援センター職員のお話を聞きました。
その後、会員同士で意見交換を行いました♪

参加者の皆様の感想は…

総会では今年度の取組みを話し合いました

○施設職員の話を聞けて参考になりました。良い学びの会になりました。
○さまざまな団体の方との交流が今後の活動の参考になりました。
○情報を得ることが大切なので、この様な交流会に積極的に参加していきたいです。
○今回のお話を自身のグループのみんなにお知らせしたいと思いました。
○障がい者と関わる施設職員の話は分かりやすかったです。
○知らない方と知り合いになれて良かったです。

「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」はいつでも会員募集中です。
活動に関心のある方はお問い合せください。

ボランティアセンターからのお知らせ

交流会では日頃の活動を話し合いました

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

「ボランティア活動保険」のご案内

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！

申込窓口

東区社会福祉協議会ボランティアセンター

注意

補償対象（基本プラン・天災特約プラン）
①ボランティア活動中の傷害・賠償の両事故
②活動場所へ向かう往復途上
｢天災特約付きプラン」
地震、津波、噴火等に伴う事故等が補償されます。
補償期間：年度内
（加入日の翌日から翌年３月３１日まで）

・加入には印鑑が必要です。
・「基本プラン」では、地震、津波、噴火等に伴って
生じた事故等は補償されません。

そ の 他 の 条 件や 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
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福祉会館・
児童館より

高岳げんき館 夏まつり〈盆踊り〉を開催します
盆踊りや縁日での遊びを通して世代間交流を図りませんか？

どなたでも参加できますので、お友達・ご近所お誘い合わせてご参加ください♪
開催日時
会

場

７月30日（木）１０：30〜14：00
高岳げんき館

★オープニング・盆踊り 1０：30〜12：00

オープニング参加者には記念品引換券を配布します。
また、盆踊りを最後まで踊ってくれた方には、縁日コーナー
のチケットを配布します。
（なくなり次第終了）

★縁

日 12：00〜14：00

ストラックアウト・輪投げ・宝石すくい・お菓子すくい・
飲み物配付コーナーがあります。休憩コーナーもあります。

昨年の様子

筒井学区で、3月から地域支えあい事業がはじまりました！

「筒井おたすけ隊」！！

その名も…

歳を取って、日常の中で困りごとは出てきていませんか？
筒井学区の皆さんの日常のちょっとした困りごとを、筒井おたすけ
隊員（登録ボランティア）がお手伝いしています！
例えば…

こんな困りごとのお手伝いをしました♪

★高齢で一人ではできない家具の移動を手伝ってほしい！
⇒数人のおたすけ隊がお邪魔し、お手伝いしました♪
★玄関から家先までのゴミ出しが大変！
⇒毎週決まった曜日に、おたすけ隊が運ぶことになりました♪
支えあい活動の啓発だより
「おたちゃん新聞」も
4 月から発行しています♪
相談窓口・筒井コミセンの
前 に は、目 印 の の ぼ りが
上がっています

地域
事業
支えあい
とは

おたちゃん新聞には、
ボランティアによる
４コマ漫画も載って
います♪

高齢の方や障がいのある方などの日常のちょっとした困りごとを、
ご近所
同士でお手伝いする。そんな、地域の困りごとを地域で解決できる仕
組み作りを目指した事業です。

現在、山吹・明倫・葵・筒井の4学区で、ちょっとした困りごと
のお手伝いに取り組んでいます♪
（対象は、学区にお住まいの方に限ります。また、学区によって対応でき
るお手伝いが異なります。）

地域支えあい事業では、お手伝
いしてくれるボランティアさんも
随時募集しています。

詳細は、東区社協までお問い合わせください
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平成26年度

賛助会員ご紹介

紙面の都合上、法人会員さまをご紹介させていただきます。このほか、個人・団体会員さま
からも多くのご賛同をいただいております。ご協力ありがとうございます。（50音順・敬称略）
愛知県電気工事業工業組合
株式会社 葵ゴルフクラブ
朝日土地株式会社
株式会社 安亀
株式会社 石川商会
株式会社 イトウ珈琲商会
伊藤電機株式会社
合資会社 今池電機設備
合資会社 いろは菓子舗
宗教法人 永安寺
宗教法人 圓勝寺
遠藤陶器株式会社
株式会社 大塚屋
岡﨑信用金庫 代官町支店
株式会社 岡本工務所
株式会社 桶庄
株式会社 貝出電機商会
加藤化学株式会社 第一富士ビル管理事務所
株式会社 加藤製作所
株式会社 加藤設計
可児不動産
有限会社 川井屋本店
合資会社 川由
宗教法人 含笑寺
岸田産業株式会社
株式会社 共栄
共進電気工業株式会社
協和電気工業株式会社
株式会社 くすむら
くるまみちクリニック
ケイティケイ株式会社
健康関連取引適正事業団
株式会社 建光社
建材化工株式会社
宗教法人 建中寺
株式会社 小出物産
NPO法人高次脳機能障害者支援 笑い太鼓
株式会社 厚進
河野製絨株式会社
医療法人東光会 こうようクリニック

宗教法人 西蓮寺
株式会社 桜すし
三栄商事株式会社
有限会社 三栄不動産
株式会社シービープラス
敷島製パン株式会社
合資会社 仕出しせき山
合資会社 篠原商店
宗教法人 壽林寺
宗教法人 勝楽寺
昭和興業株式会社
株式会社 昭和美装
株式会社 スズケン
株式会社 スドー
スパゲッティハウス ナポリ
寿美工業株式会社
宗教法人 清瀧寺
（清瀧保育園）
株式会社 せがわ住機
瀬戸信用金庫車道支店
セレモニーホール紫雲殿 徳川斎場
宗教法人 善福院
染木建設株式会社
宗教法人 大幸寺
大幸砂田橋クリニック
株式会社 大清
合資会社 大福屋本店
大本山永平寺名古屋別院
大雄警備株式会社
田内建具合資会社
高林電機株式会社
タック株式会社
棚橋石油株式会社
中産連ビルディング株式会社
有限会社 中日新聞長塀町専売店
中部電力生活協同組合
宗教法人 長久寺
千代田運輸株式会社
有限会社 つるぎ出版社
株式会社 東海サンユーテクノス
株式会社 東部金属

賛助会員募集

株式会社 トーエネック名古屋支店
豊田株式会社
中島自動車株式會社
仲野無線電気株式会社
名古屋貸物設備株式会社
名古屋紙商事株式会社
名古屋紙業株式会社
株式会社 ナゴヤドーム
なごや農業協同組合
株式会社 日進工業所
日本国土開発株式会社
一般財団法人 日本陶業連盟
丹羽コルク興業株式会社
株式会社 ヒメノ
株式会社 平沼商店
深田電機株式会社
藤原電機産業株式会社
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社 中部支社
株式会社 文方社
有限会社 法務総合ビル
ホーユー株式会社
株式会社 保坂工業所
宗教法人 本覚寺
医療法人 丸井医院
株式会社 万年堂
水野ふとん店
株式会社 三田村商店
宗教法人 無量寿院
八神建築株式会社
株式会社 矢田工業所
矢作建設工業株式会社
株式会社 ヤマブキ
株式会社 山本油店
宗教法人 養念寺
宗教法人 了義院
他、
匿名３法人さま
平成27年３月末までに118件の
法人さまのご協力いただきました。

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』を目指して様々な
福祉事業を推進しております。本会事業にご賛同いただき、
ご協力いただきますようお願いいたします。

費

な事業に
これまでにこん した！！
活用しま
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年度実績

１口

平成

会

1,000円（年間）
法人・団体１口 5,000円（年間）
個人

個人会員
法人・団体会員

555人
142件

計 697件（1,982,000円）

＊所得税・住民税及び
法人税の優遇措置が
受けられる場合が
あります

ありがとうございました！

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
｢ひがし福祉まつり」における福祉体験コーナー等の実施
社協だよりの発行 など

8 ひがし社協だより 65号

介護予防と仲間づくり
しませんか

はつらつ長寿推進事業

区内８会場で実施している「はつらつ長寿推進事業」
東区では前期を(4月〜9月)「さくらクラブ」、後期(10月〜3月)を「もみ
じクラブ」の愛称で親しまれています。
市内在住の65歳以上で会場までご自分で来られる方が参加できます｡
現在、さくらクラブには山吹・明倫会場に空きがありますので、興味ある
方はぜひご連絡ください！
地元の生徒と地域活動

運営のお手伝いをしてくれる
ボランティアさんも随時募集中！
後期「もみじクラブ」は
８月に募集します。
男性グループも活発に活動中！

申込・問合せ

みんなで健康体操や筋力アップ運動！

東区社会福祉協議会

事務局だより
いらなくなった

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２月１日〜平成２7 年 5 月 31 日受付分）

○名古屋ヤクルト販売株式会社 様
○ひまわりサロン リサイクル本コーナー 様(4件）
○NPO法人ブックサポートONE 様 児童用文具一式
○匿名(4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

お家にいらなくなったハガキはありませんか？
書き間違えて使えなくなった年賀状や未使用のハガキを、
ぜひ「ハガッキーくん」に入れてください！
ハガッキーくんに入れていただいた
ハガキは郵便局で交換し、東区内のボ
ランティア活動などに使われます。
本会事務所の一階北側出入口（自動
ドアの正面）に設置しています。
よろしくお願いします！
ハガッキーくん

東区社会福祉協議会

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
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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

『未使用ハガキ(年賀状)』ありませんか？

