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こんにちは

あなたのやさしさもっと知りたい

「東ほっとネット」です！
東ほっとネット勉強会が開催されました！
3 月 25 日 ( 土 ) 午後「東ほっとネット勉強会」と題して、
（一社）
日本ダイバーシティ推進協会さんの代表理事 久保博揮さん、キャリ
アコーチ 寺澤晶子さんにお越しいただき、ブラインドコーチングの
ワークショップを行いました。アイマスクをして、視覚障がい体験を
しました。アイマスクをするだけでなく、部屋の電気も消して真っ暗
の中、
手探りで動いてみました！
グループワークでは、アイマスクをしたまま円陣を組む「暗闇円
陣」
、声だけでタイミングを計って点呼を取る
（誰かと重なったらやり
直し！）
「暗闇点呼」
など。
単なる視覚障がいの体験だけでなく、視覚から入る情報が得られ
ない中、触覚から得られる情報や、メンバー同士の声掛けを頼りに、
グループで課題をこなしました。
参加者さんの感想では、
「コミュニケーションがいかに大事かと気づきました。
」
「声かけと伝
える難しさに気付いた。
」
「いつも自分たちが視覚にどれだけ頼っているかわかった。」など。
自分自身のコ
ミュニケーションに関する気づきもありました。そこから、視覚障がいのある方にどんなことをお手伝い
できるか、声掛けやサポートの仕方に気づくこともできました。

「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。

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

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！
●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

●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）
「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。

●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

●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。
被災地でのボランティア活動には天災特約付きプランをおすすめします。
※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
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いきいき支援センターより

認知症サポーター
養成講座のご案内
人
認知症高齢者700万

時代到来！

厚生労働省では、2025年の日本は、団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となり、国民の3
人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という、人類が経験したことのない「超高齢社会」を
迎えると発表しています。また、高齢者の約4人に1人が認知症又はその予備軍で、
“認知症高齢者
700万人時代”が到来することが予測されています。
そこでまずは、認知症について「知ること」が大切になります。認知症について知り、認知症の方
や家族の方へ、私たちができることを考え、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりについ
て、一緒に考えるきっかけづくりとして、
「認知症サポーター養成講座」を受講してみませんか！
皆さんからお申込をお待ちしております！

本年度の認知症サポーター養成講座の予定
開催日

開催時間

開催場所

定員

9 月28日(木)

14:00～15:30

東図書館2階集会室(カルポート東内)

30名

12月 9 日(土)

13:30～15:00

高岳げんき館(東区在宅サービスセンター)
1階研修室

30名

3 月 9 日(金)

14:00～15:30

東図書館2階集会室(カルポート東内)

30名

※高岳げんき館(東区在宅サービスセンター)の所在地：東区泉二丁目28-5
※東図書館の所在地：東区大幸一丁目1-10
※上記の講座は、どなたでもご参加いただけ、無料です。ご都合のよい時間を選んでお申込ください。

“無料出張講座”も 開催しています！
東区内で、5 人以上のグループ、団体であれば、出張講座も
開催します。コミュニティセンターでの集まりや、老人クラブ、
町内会、サークル、金融機関・スーパー等の企業、学校等でも
出張します。
開催希望日の 1 ヵ月前までに、お申込ください。
※会場確保が困難なら、高岳げんき館での開催を調整します。
資機材も用意します。
申込・問い合わせ先

東区いきいき支援センター
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東区の

まち

びと

！
町人 ボラコさん、増殖中！
まち

びと

町人ボラコの三箇条
一、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！
つまり…

まち びと

まちの世話焼きさんを、
「町人ボラコ」
と呼んでいます！
まち びと

加藤

善久さん

貴納

佳苗さん

地域の祭りをきっかけに、

学区の肝っ玉母さん！

世代を超えた交流の

周りの声を集め、

活性化とご近所の

つながり作りを

仲間作りをしています

しています♪

まち びと

あなたの周りの町人ボラコ情報、大募集！！
★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？

連絡先：東区社協（成田・野澤）

OKです！
自薦・他薦
情報を、
町人ボラコ
！
えてください
ぜひぜひ教

まち びと

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♪

おとなの学校

29年度もおとなの学校開校！！

今年度もおとなの学校やります。今回もどなたが参加していただいてもOK!
子どもでも大人でも、パパもママも人生の先輩も！ぜひ、ご参加ください。
みんなで地域のこと福祉のこと話しあいませんか～
開催日

第1回

8月1日

第2回

第3回

第4回

第5回

9月5日

10月3日

11月7日

12月5日

場所：高岳げんき館

1階

※都合により会場が変更する場合があります。

時間：13：30～15：30

申込

不要

参加費

無料
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高岳げんき館夏まつり

開催
日時

７月２９日土
10：30～15：00

会場

盆踊りや縁日、体験コーナーで楽しく世代間交流♪

高岳げんき館
【1階～3階】

参加費無料
※飲食代は自己負担

事前申込み不要。どなたでも参加できます。お友達、ご近所お誘い合わせてご参加ください♪
１０
：
３０～１２
：
００

オープニング・盆踊り

オープニング参加者には記念品引換券を配布します！

１０
：
４５～１５
：
００

縁日・体験・挑戦コーナー

魚つりゲーム、わなげ、げんき館風屋台、ネイル体験、
世代間ふれあいコーナー、囲碁・将棋に挑戦！など

１３
：
００～１５
：
００

ファミリー♪ディスコ

世代を超えた、自由なダンスフロアです。

サロン紹介

ひまわりサロン

高岳げんき館では毎月第4木曜日の11時～14時にどなたでも
参加できる「ひまわりサロン」を開催しています。
パンや飲み物の販売

リサイクル本
コーナー

気軽に寄

ってね

れる
動してく
活
に
緒
一
集中！
仲間も募

毎月変わる
展示や企画

ひまわりサロン
ボランティアさん▶

他にも多くのサロンがあります。
探してみませんか ～出かける場所、出会いの場所～

サロンを始めたい方への応援もしています。気軽にご相談ください。

付き

寄付機能

自動販売機のご紹介

企業のPR活動！

社会貢献活動！

一石二鳥で行える仕組み！

寄付機能付き自動販売機とは、飲み物を購入すると、その売り上げの一部が
赤い羽根共同募金に寄付される自動販売機のことです。設置場所が東区であ
れば、その寄付金は東区の地域福祉に活用されます。詳細は、東区共同募金委
員会までご連絡ください。

★人材を割くことなく、手軽に社会貢献活動を行うことができます！
★すでに設置されている自動販売機をそのまま利用することもできます！
今年度、新たに寄付機能付き自動販売機を設置されたところです。

ご協力ありがとうございました。 愛知県国民健康保険団体連合会館内▶
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東区社会福祉協議会 平成29年度 事業計画
皆さんとともに取り組んでいます。

誰もが住みよいまちづくり
社会福祉協議会では、こんなまちになったらいいな、との思いを描いた
「第３次地域福祉活動計画」
( 平成２６年度～３０年度）
に掲げた事業を進めています。
計画策定から携わっていただいた住民ボランティア等と進めています「みんなで創ろうわがまちひ
がし」
（通称：みんつく）
の活動と共同して、
「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
ていきます。

３つの
目標

目標１ 新しい近所づきあいで地域力アップ
目標２ お互いさまの助け合い・相談の仕組みづくり
目標３ 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

地域福祉活動の推進
住民同士が支えあい、いつまでも安心して暮らせるまちづ
くりを進めていきます。
●ふれあいネットワーク活動やいきいきサロンを開催
し住民同士の助け合いや交流に取り組む「地域福
祉推進協議会」を支援します。
●一人暮らしなどの高齢者の交流を深める「ふれあい
給食会」を支援します。
●「地域支えあい事業」実施５学区への支援と年度内
に１学区増やします。
●ふれあい・いきいきサロン、子育てサロンの活動を
支援します。
●学校や地域ぐるみの福祉教育を推進します。
●身近な世話焼きさん「ご近所ボラコ」を広めます。他

ボランティア活動の促進

（ボランティアセンターの運営）

ボランティアに興味のある人、やってみたい人大歓迎
気軽にご相談ください。
●ボランティアに関する相談・情報提供
●東ほっとネットと協力してボランティア活動の支援
●ボランティア応援助成の実施
●災害ボランティアセンター設置運営訓練
●防災ボランティアネットワークとの連携・協力 他

地域福祉活動の啓発
区民の皆さんの福祉を学ぶ第一歩を推進します。
●学校や地域での福祉教育・学習を推進します。
●福祉活動に興味がある方へ「おとなの学校」を開校
します。
●「福祉のつどい２０１７」の開催
●ひがし福祉まつりの開催
●広報紙「社協だより」の発行 他

児童福祉事業
未来を担う子どもたちの活動を応援します。
●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
●食を通じた子どもの見守り事業 他

障がい者（児）福祉事業
みんなが安心して過ごせるまちをめざします。
●障がい児支援の連携づくりを進めます。
●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
住み慣れたまちでいつまでも暮らせるよう支援します。
●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
●車いす対応車両の無料貸出 他

高齢者福祉事業
いつまでも元気で、心豊かに過ごせるよう支援します。
●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(さくらクラブ・もみじ
クラブ）の実施【受託事業】
●学区敬老行事への助成
●老人クラブ活動の支援 他

社協の財源構成（予算額）
単位：千円

名古屋市からの受託金・補助金

９４，
６１８

市社会福祉協議会からの補助金

４０，
９２５

県社会福祉協議会からの受託金・補助金

４４３

赤い羽根共同募金配分金

９，
８９６

区民の皆さんからの賛助会費・寄付

２，
１３８

事 業 参 加 費・利 用 料 な ど

４，
８９１

合

計

１５２，
９１１

みなさんから寄せられた「赤い羽根共同募金」「賛助会費」「寄付」を
財源に独自事業に取り組んでいます。
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平成28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
（５０音順・敬称略）
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。
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 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 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
カシワギ電気株式会社
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
株式会社 可児不動産
有限会社 川井屋本店
合資会社 川由
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
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
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
株式会社シービープラス
敷島製パン株式会社
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
株式会社 せがわ住機
合資会社 せき山
瀬戸信用金庫車道支店
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
大雄警備株式会社
高林電機株式会社
タック株式会社
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

株式会社 東海サンユーテクノス
株式会社 東部金属
株式会社 トーエネック名古屋支店
豊田株式会社
仲野無線電機株式会社
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
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
ホーユー株式会社
株式会社 保坂工業所
株式会社 前野工業所
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

平成２9年３月末までに１02 件の法人からご協力いただきました。

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。
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費

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

530人
126件

計 656件（1,879,000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

ご協力誠にありがとうございました！

これまでに
こんな事業に
活用しました！！

●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 ●福祉車両の貸出 など

8 ひがし社協だより 69号

●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（5件）

●大永寺保育園 様
●匿名（１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。

使って
便利！

福祉車両（車いす利用の方向け）貸し出し中

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。

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
利用者の声

貸出車両 トヨタ ノアX
（車いす１脚仕様車）
貸出期間 ３日間以内
（当法人の休業日を除く）
費

新しくて
キレイ！

用 無料
（ただし、使用した分の燃料を給油のうえ返却してください）

その他

通院の負担が
楽になり
ました！

○事故を起こした場合の補償について(修理費)：
・５万円を上限に利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、すべて利用者に負
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
になります。
○予約の方法など詳細は、お気軽に東区社会福祉協議会ま
でお問い合わせください。

身近な地域でボランティア活動を始めませんか？

はつらつサポーター募集！
！
高齢者はつらつ長寿推進事業
（さくらクラブ・もみじクラブ）
では、運営の
ボランティア＝
『はつらつサポーター』
と呼び、
運営のご協力いただいています。
今年度募集のはつらつサポーター講座を
開催します。

問い合わせ一覧

日時：９月７日(木）10時～12時
内容：理学療法士による
とコグニサイズ体験
講座「介護予防の効果」
場所：高岳げんき館１階
※初めての方には事業の説明を個別にいたします。

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

は つらつ サ ポ ーター 講 座

