
高岳児童館

■その他 区内各学区では、福祉推進協議会が概ね月1回“子育てひろば”を開催しています

■土曜おはなし会
（乳幼児とその保護者・小学生）
3月4日（土）
※4月からは第3土曜日予定
10：30～11：00

■幼児体育
（2歳以上の幼児と保護者）
主に火曜日／月2回
10：30～11：30

■ひよっこあそび
（2歳未満の自分で歩ける子と保護者）
主に金曜日／月2回
10：30～11：30

■ハイハイあそび（4ヵ月〜歩きだす前まで）
主に火曜日／月1回　10：45～11：30

おいでよ！

あそびに 高岳児童館おいでよ！

あそびに
おいでよ！

あそびに 高岳児童館
高岳児童館では、主に乳幼児を対象とした下記の自由
参加ひろば（申込不要・無料）を開催しています。
お気軽にご参加ください。

社協だより
社会福祉法人
名古屋市東区社会福祉協議会
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2017.2

〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目28番５号
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TEL：932－8204／FAX：932－9311
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この広報誌は皆様にご協力いただいた赤い羽根共同募金でつくられています。
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山田和子さん、山田夏子さん

お話の中で聞いたお悩みを
専門機関につなげています！

メンバー募集中

あなたの周りの町人ボラコ情報、大募集！！

「美味しい珈琲の淹れ方講座」から「サロンボランティア」へ「美味しい珈琲の淹れ方講座」から「サロンボランティア」へ

傍島重夫さん

東区の町人ボラコさん、増殖中！！！

ご近所の困りごとを
ご近所同士で解決しています！

海老純江さん

サロンを開き、ご近所同士の
つながりを広げていきます！

まちの世話焼きさんを、「町人ボラコ」と呼んでいます！

連絡先：東区社協（成田・野澤）

情報を教えてくれた方、町人ボラコになってくれた方には、うれしい特典があります♪

自薦・他薦OKです！町人ボラコ情報を、
ぜひぜひ教えてください！

　昨秋、定年後の余暇を新しい趣味で楽しみながら、社会の役に立ちたい！と思っている男性を対象
とした「美味しい珈琲の淹れ方講座」（全 4回）を開催しました。この講座は、地元の珈琲専門店で珈
琲の知識・淹れる技術を学んだ後、実際に地域のサロンに出向いて、美味しい珈琲をふるまうことで
地域貢献を体験していただく講座でした。この講座を修了した皆さんが現在、地域のサロン等で活躍
しています。新たなメンバーも募集しています。あなたも香り高い珈琲を淹れて、地域の皆さんに喜
んでもらいませんか。詳しくは、東区社協までお問合せ下さい。

★こんな風にご近所を気にかけている！　★こんないい活動をしている！
★もしかして、あの人も、わたしも、町人ボラコかな？

ま ち び と

一、 ご近所さんや知り合いで困っている人をみかけたら、声をかけている！
二、 何気ない会話から、困りごとを聞いている！
三、 困りごとを聞いた時、交流の場やご近所さん、相談機関に「つなげて」いる！

～東区の町人ボラコはこんな人！～

町人ボラコの三箇条町人ボラコの三箇条ま
ち

びと

まちびと

まちびと

まちびと

まちびと

まちびと

まちびと
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ボランティアセンターからのお知らせボランティアセンターからのお知らせ「ボランティア活動保険」のご案内

●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/

①ボランティア活動中の傷害・賠償の両事故
②活動場所への往復途上

ボランティア活動中における傷害・賠償事故を補償！活動場所への往復途上も対象です。

補償対象（基本プラン・天災特約プラン）

補償期間 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）
★平成2９年度（４月１日～）分の加入手続きは３月１日より開始！

地震、津波、噴火等に伴う事故等が補償されます。

保険切れがないよう、早めの更新手続きをお勧めします。

「天災特約付きプラン」
東区社会福祉協議会ボランティアセンター申込窓口・問合せ先

加入には印鑑が必要です。

おとなの学校はじめました！おとなの学校はじめました！ おとなのための、おとなによる、
語りあい・学びあいの場

　7月の「映画を観て地域を語ろう」を皮切りに、8月より「おとなの学校」を開講！参加者が同じ立場で地
域や福祉について、語りあい・学びあう場として23名の方が参加し全5回を終えました。今まで福祉に縁
がなかった人たちの参加もあり、参加者からは今後も、もっと学びたい続けていきたい、という声もあり、
現在は来年度に向け新入生を迎える準備をしているところです。

　視覚障がい者でなくても、高齢のため活字を読むのが辛くなった方へ、毎月の「広報なごや東区版」と年2回
発行される「ひがし社協だより」の朗読した記事が聴けるCDをお届けします。
　ご希望の方は東区社会福祉協議会までお問い合わせください。 ※但し、今回は東区内にお住まいの方5名といたします（先着順）

　東ほっとネットは、11月19日（土）午後、イオンナゴヤドーム前ショッピ
ングセンターおよび周辺で「赤い羽根共同募金街頭募金」に参加しました。
　当日は、東ほっとネット会員のみでなく、共同募金配分金受配団体や子
ども会、老人クラブの方も参加され、総勢143名でした。たくさんのご寄
付が集まりました！

こんにち
は

こんにち
は

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

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。

赤い羽根共同募金街頭募金の様子「東ほっとネット」とは？

今年も「赤い羽根共同募金街頭募金」を応援しました

「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下記までお問い合せください。

「東ほっとネット」です！
あなたのやさしさもっと知りたい

「東ほっとネット」です！
あなたのやさしさもっと知りたい

募金額127,993円！

東区音訳グループ「伝伝虫」からのお知らせ
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啓発マグネットも配布します！！

東区ボランティア応援助成東区ボランティア応援助成
東区内のボランティア活動を応援するため、助成金を交付しました！

名古屋ひがし防災
ボランティアネットワーク

事　業
備　品

100,000

50,000

49,200

50,000

　赤い羽根共同募金の配分金を財源に、名古屋市東区社会福祉協議会
が、東区の地域福祉活動の活性化、および共同募金運動への理解の拡
大を目的に実施する助成事業です。
　当助成に興味のある方は、東区社会福祉協議会まで
お問い合わせください。

＊予約不要！どなたでも出入り自由です♪
＊気軽にお茶を飲みに、おしゃべりに来てください♪

矢田学区で新たに地域支えあい事業が始まりました！矢田学区で新たに地域支えあい事業が始まりました！

誕生！！！誕生！！！誕生！！！

山吹コミセン
平日10～16時
☎953-3400

その他の４学区に
お住まいの方の受付はこちら！

例えば…
★足が悪くてゴミ出しができない！
★電球が切れたけど自分じゃ届かない！
★家具を捨てたいけど一人では動かせない！ コミセンに

電話してね！
相談窓口：毎週水・金曜日　9：00～12：00
場　　所：矢田コミュニティセンター
電話番号：723-7785
（電話もしくは窓口来所でお話を伺います。）

日時：毎月最終金曜日　9：00～12：00
場所：矢田コミセン1階　小集会室にて

サロン ぼちぼち亭もオープン♪一緒に ぼちぼち亭もオープン♪一緒に

山吹
学区

団　体　名

フェアリーキャットテイル

名古屋市立工芸高等学校
防災チーム

防災しよっと。

活　動　内　容 種　類

備　品

備　品

事　業

助　成　内　容 助成金額

団体名入ヘルメット

団体名入ビブス

猫譲渡会・飼育相談会開催経費

・防災・減災啓発活動
・防災イベントの企画・運営・支援

避難所運営に関わる公開講座開催経費
畳上敷き(避難所運営備品)団体名入ビブス

・防災・減災啓発活動
・災害ボランティアセンターの
運営

・地域と災害に強いまちづくり、
および防災普及活動

飼い主のいない猫たちの保護、
しつけ、里親探し

『ボランティア応援助成』とは？

プレゼンの様
子

＊気軽にお茶を飲みに、おしゃべりに来てください♪＊気軽にお茶を飲みに、おしゃべりに来てください♪

明倫コミセン
平日10～17時
☎937-8877

明倫
学区

専用電話
毎週月・木曜日 ９～12時
☎080-1615-2258

葵
学区

筒井コミセン
平日９～16時
☎932-5105

筒井
学区

★電球が切れたけど自分じゃ届かない！

誕生！！！

左から、ご近所ボランティアコーディネーターの
高田さん、梅本さん、星野さん

矢田学区に住む高齢の方や障が
いのある方などを対象に、1人で
はできない日常のちょっとした
困りごとを同じ矢田学区に住む
ボランティア「矢田レンジャー」が
お手伝いします！
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赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール
第68回第68回

今年度も、区内の小・中学校の皆さんから書道７２４点・ポスター１９２点と多数の作品のご応募をいただきました。
東区共同募金委員会より愛知県共同募金会に推薦し、県共同募金会の審査で下記のとおり受賞されました。

赤い羽根共同募金 実績報告赤い羽根共同募金 実績報告

平成２8年度共同募金実績額

●一般募金 ●歳末たすけあい募金

9,305,672円

地域から……………………5,052,591円
企業から……………………1,964,100円
学校などから…………………641,075円
職場・街頭・個人などから……1,295,732円

352,174円

（昨年度実績額／9,120,853円）
内訳

赤い羽根共同募金運動にご協力いただきありがとうございました。
今年も皆様のあたたかいご協力の輪が広がりました。
今後とも地域福祉の推進のため、ご支援・ご協力をお願いいたします。

（平成29年1月24日現在)

ポスターの部

山吹小　４年
岩田　一希さん

東桜小　５年
廣野　弥裕さん

愛知教育大学附属
名古屋小 6年
高橋　琉さん

山吹小　６年
森　よ祐さん

東海中　１年
藤戸　崚太郎さん

愛知教育大学附属
名古屋中 2年
加藤　千晶さん

桜丘中　３年
川瀬　晶歩さん

山吹小　４年
髙野　航正さん

筒井小　２年
平林　瑚子さん

明倫小　３年
中川　花逢さん

山吹小　６年
松本　瑞希さん

愛知教育大学附属
名古屋小 6年
瀬尾　舞さん

愛知教育大学附属
名古屋中 1年
伊藤　僚さん

桜丘中　２年
西川　綾音さん

金賞金賞

佳作書道の部 佳作

5ひがし社協だより 68号



高齢者いきいき相談室を
ご利用ください！

いきいき支援センターより

高齢者いきいき相談室を
ご利用ください！
高齢者いきいき相談室を
ご利用ください！

　身近な地域の相談窓口として、東区内には、現在11ヵ所の「高齢
者いきいき相談室」があり、東区いきいき支援センターと連携を図
りながら、地域の高齢者のみなさまの支援を行っています。
　高齢者の健康・福祉・介護のことや認知症に関することなど、
様々な相談を、いきいき支援センターと同様に行っています。ぜひ
利用ください。

※祝日、お盆、年末年始などの開設日・開設時間は、各相談室へお問合せください。
※開設日・開設時間であっても、職員が不在の場合がありますので、まずは電話又はＦＡＸでお問合せ願います。

電　話
ＦＡＸ

所　　在　　地相　談　室　名

エフエムパートナーズ
ケアマネセンター

東区葵3丁目24番2号
第5オーシャンビル7階

居宅介護支援事業所
ジィトップ

東区葵1-1-5
プラザフェニックス葵2階

ニチイケアセンター
芳野

東区徳川町110
徳川町ビル2階

居宅介護支援事業所
道しるべ

居宅介護支援事業所
介護サービスさくら夢のぽけっと

東区徳川1丁目511番地
ウインズ徳川103号

居宅介護支援事業所 憩

東区砂田橋一丁目1番地
サンコート砂田橋高齢者支援施設

キョーワケアプランセンター

東区百人町58番地3

居宅介護支援事業所
東桜の里

東区泉二丁目26番地1号
ホウコクビル4階

東区介護保険事業所

東区東桜二丁目22番2号

あい居宅介護支援事業所

東区泉二丁目28番5号
高岳げんき館（東区在宅サービスセンター）内

なごやかハウス出来町
居宅介護支援事業所 東区出来町三丁目16番11号

東区相生町4番

932-5412
932-5413

937-3084
937-3087

930-1135
930-1136

933-3746
936-7457

725-3105
725-3106

508-6002
508-6003

325-5881
325-6124

939-3306
939-3305

686-2525
932-9311

936-0587
936-0597

711-8122
711-8123
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地域福祉活動の応援団になりませんか！！

福祉車両（車いす利用の方向け）貸し出し中福祉車両（車いす利用の方向け）貸し出し中

●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（本紙）の発行　　など

これまでに

こんな事業に

活用しました！！

賛助会員募集

善意のご寄付ありがとうございました。善意の寄付 （平成２８年６月１日～平成２８年１２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（６件）
○川原　信博　様　車いす１台

◇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。

事務局だより

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、ご協力いただけますようお願いいたします。

　日頃外出の機会が少ない車いす利用の方に福祉車両「トヨタ・ノア車いす仕様車」を、
貸し出しています。

○事故を起こした場合の補償について(修理費)：
・５万円を上限に使用者に負担していただきます。
・加入している自動車保険（任意保険）の範囲を超え
る、または保険の範囲外の賠償は、すべて使用者
に負担していただきます。

○交通違反（スピード違反、駐車違反等）は、運転者の
責任になります。

○予約の方法など詳細は、お気軽に社協までお問い合
わせください。

＊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

個人 １口　1,000円（年間）
法人・団体 １口　5,000円（年間）

会　費

申込・問合せ 東区社会福祉協議会

対象となる方：区内在住の車いす使用者で、別に運転手(※)を確保できる方
※運転手は、満２１歳以上の有効な普通自動車運転免許所持者で、事故などの際に責任能力のある方

貸出車両：トヨタ ノアX（車いす１台仕様車）
貸出期間：３日間以内（当法人の休業日を除く）
費　　用：無料（ただし、使用した分の燃料を給油のうえ返却ください）
そ の 他：
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児童館より

※募集は3月を予定しております。詳しくは高岳児童館までお問い合わせください

平成29年度  高岳児童館  クラブ員募集平成29年度  高岳児童館  クラブ員募集
期間は平成29年5月～平成30年3月までです。
１、クラブ活動日時は都合により変更することがあります。
２、こどもの年齢は、平成2９年４月１日現在でお考えください。（新学年）
３、クラブへの申込みは、クラブ開始時間に間に合う方に限らせていただきます。

クラブ名

卓球クラブ

囲碁クラブ

将棋クラブ

対　　象 定員

１５名

料金(年額)

３０００円

１５名 １０００円

２０名 無　料

活動日時
第３日曜日（全10回）
１０：００～１１：３０

第２土曜日（全10回）
９：３０～１１：３０

第２・４日曜日（全１6回）
１０：００～１２：００

第１・３土曜日（全１8回）
①１０：００～１１：００
②１１：００～１２：００

第１・３日曜日（全１6回）
１０：００～１２：００

第２・４日曜日（全１6回）
１０：００～11：3０

内　　容
様々な素材を使って創造性を
養います。

身近にある材料を使い、工作や
遊び等を楽しみます。異年齢交
流もできます。

基本のステップから学びます。
こどもまつりで発表をします。

基礎から試合のルールまで楽し
く学ぶとともに社会性や協調性
を養います。

基本的なルールを学ぶとともに、
参加者同士の交流を図ります。
指導：日本棋院女子プロ棋士

基本的なルールを学ぶとともに、
参加者同士の交流を図ります。
指導：将棋連盟派遣講師

高齢者はつらつ長寿推進事業平成２９年度上半期参加者の募集をします。身近な地域で介護予防や仲間づくりをはじめませんか？高齢者はつらつ長寿推進事業平成２９年度上半期参加者の募集をします。身近な地域で介護予防や仲間づくりをはじめませんか？
さくらクラブ参加者募集！！

小さな
アーティスト

作って
あそぼう

ヒップホップ
ダンスクラブ

①小学１年生～３年生
②小学４年生～６年生

１０人
１０人

5歳（保護者参加）～
小学生

小学生、中学生

小学２年生～6年生

４歳（年中）～
小学３年生

小学1年生～高校3年生
ダンス経験は問いません

25人

４０人

４００円

１０００円

１０００円

月 曜 日
火 曜 日
水 曜 日
金 曜 日

10：00～12：00
山吹コミュニティセンター
旭丘コミュニティセンター
葵コミュニティセンター
矢田コミュニティセンター

月 曜 日
火 曜 日
水 曜 日
金 曜 日

13：30～15：30
筒井コミュニティセンター
明倫コミュニティセンター
東白壁コミュニティセンター
サンコート砂田橋 集会所

至鶴舞
高岳 桜通泉二

至黒川

関西
電力

レクサス

高岳郵便局至
久
屋
大
通

国
道
41
号
線 至

車
道

地下鉄 桜通線 高岳駅

エレベーター
(地下鉄高岳駅直結）
エレベーター
(地下鉄高岳駅直結）

N東区社会福祉協議会
(高岳げんき館）

桜通（国道19号線）

駐車場入口

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

介護保険事業所
いきいき支援センター
いきいき支援センター分室
高岳福祉会館
高岳児童館

932－8204

TEL問い合わせ一覧 FAX

932－9311

935－1025

711－6313

686－2525

932－8236
711－6333
931－8174

932－1718

8 ひがし社協だより 68号

■申　　込：２月28日締切
　　　　　　※28日必着
■方　　法：窓口かハガキ、電話にて

（本人の申込みであること、電話は平日の9～17時）
※詳しくはお問い合わせください

■参加期間：4月～9月

■会場・時間




