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イオンナゴヤドーム前店周辺にて
行われた街頭募金の様子
（詳細は次ページへ）
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はつらつ長寿推進事業 参加者募集！
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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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！

「赤い羽根共同募金街頭募金」実施しました
東ほっとネットは、
１１月２５日(日)午前、イオンナゴヤ

ドーム前店および周辺で
「赤い羽根共同募金街頭募金」
に参加しました。

当日は、天気にも恵まれ、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
方々にご協力いただき、総勢２１５名で実施しました。
ご協力ありがとうございました！

84,421円

募金額

「東ほっとネット」
とは？

東ほっとネットは、
ボランティア活動に取り組む様々な団体や個人のネットワークです。交流会
や研修会、
行事等を行いながら、会員の相互交流や情報交換を図り、誰もが住みよいまちづくり
の実現を目指しています。

「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

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） ①ボランティア活動中の傷害・賠償の両事故
補償期間

②活動場所への往復途上

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31年度（４月１日〜）分の加入手続きは３月１日より開始！

「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・問合せ先
東区社会福祉協議会ボランティアセンター

加入
には
印鑑
必要 が
です
。

保険切れがないよう、早めの更新手続きをお勧めします。

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/

鍵の預かりサービス事業を始めます。
平成31年1月から、ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方の自宅の鍵をお預かりし、緊急
時に、協力者とともに鍵の開錠と安否確認を行うサービスを試行実施します。
詳しくは、東区社協事務局までお問合せください。
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高岳福祉会館より
高岳児童館より
東区ボランティア応援助成

各種講座を開催しています
『こ
どものまち★たかおか』の市民を募集します!
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 称
会の活動内容
種類
助成内容
助成金額（円）
福祉会館では、入浴室、卓球室、囲碁将棋室を
高岳児童館では毎年、
子ども達の意見を述べるこ
矢田学区の防災ボランティア団体。
地
火災報知器取替
・
飛散防
常設している他、体操などの各種講座を開催して
とができる場として『こどものまち☆たかおか』を開
域住民向け一泊避難所体験や避難所
止フィルム貼 付 事 業 の
います。
催しています。
事業
50,000
1 防災しよっと。
運営の勉強会他、防災のイベント・勉強
実施にかかる備品購入
なかでも、認知症予防事業は、予防教室や普及啓
小学生3年生以上の実行委員のお子さん達が子ど
会・会議を実施。
費
発にリーダーを養成するなどその充実を図っていま
も会議を重ねて『こどものまち☆たかおか』
を創り上
映画
「いのちのはじまり
子育て親子の居場所作りや、
子育てに
す。
平成31年度からは、
予防教室卒業生で構成する
げていきます。
事業 子育てが未来を作る」
50,000
2 ♪ハーモニー♪
おける相談対応・情報提供を実施。
小学生以上の皆さん!実
ＯＢ会「さえずりの会」が立ち上がり、自主的かつ継
上映会
筒井学区の防災活動の担い手を増やす
行委員の子ども達が創り
続的に取り組んでいただきます。
筒井おたすけ隊
「助かる命を助けるため
勉強会の実施や学区防災訓練の企画、
事業
35,248
3 また、事前申し込み不要の「オープン講座」を
上げた『こどものまち☆た
に」
勉強会
防災クラブ
防災倉庫充実の検討会の実施。
かおか』の市民になって楽
開催し、一般の講座では見られないユニークな内
コーヒーの淹れ方技術の学習を通した
しみませんか?
容に好評をいただいています。「瞑想」、「毎日
男性高齢者の交流の場づくりと、地域
備品 エプロン
35,694
4 高岳珈琲クラブ
ラクラク過ごすコツ」、児童館コラボ「疲れない
のサロン等におけるコーヒーサービス
赤ん坊抱っこ法」を始め、ますます多様化する趣
の提供による生きがいづくり。
★
味に対応するため少人数対応「ミニオープン講
ア ル ミス ー ツ ケ ー ス、
名古屋ひがし防災
東区の防災意識の啓発、および発災時
下地センサー、
５０ｍ巻
日時 : 平成31年3月17日(日)
10
: 00〜15
: 00
座」も計画しています。
備品
40,000
5
のボランティアセンターの運営
き 尺、レ ー ザ ー ポイン
ボランティアネットワーク
※入場は14:00まで
さらに、当館の利用者にお手
ター、折りたたみ椅子
詳しくはホームページ
対象 : 小学生〜高校生
伝いいただく企画など、利用者
を見てください!
※保護者の方の参加は
目線に立った運営に努め、
気軽
地域と共に防災に強いまちづく
りをする 備品 タブレット、
カバー
50,000
6 工芸防災チーム
出来ませんので、
にご利用いただける会館作りに
検索
高岳児童館
グラフィックアーツ科の知識・技術を活か
名古屋市立工芸高等学校
活動紹介用パネル、ロー
ご了承ください。
取り組みます。
して、地域イベントの広告デザインや写 備品
50,000
7

『こ
どものまちたかおか』

グラフィックアーツＴＥＡＭ 真撮影等による地域への貢献。
問合せ

高岳福祉会館

ル紙

高岳児童館
『ボランティア応援助成』とは？
問合せ

東区内でのボランティア活動を行う団
申込・問合せ 東区社会福祉協議会
体を応援するための助成事業です。
赤い羽根共同募金の配分金を財源に
地域福祉活動の活性化と、共同募金運
地域福祉活動の応援団になりませんか！！
動への理解の拡大を目指しています。
興味のある方は、東区社協までお問
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』を推進しています。
赤い羽根共同募金 配分金事業
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。
合せ下さい。
▲公開プレゼンテーションの様子

事務局だより

賛助会員募集

・寝具クリーニングサービス事業
（高齢者や障がい者の世帯など）
賛助会費は
・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
こんな事業に
まちびと
など
活用されています！！ ・社協だより（本紙）の発行
会

費

まちびと

東区の町人ボラコさん、増殖中！
！
！
＊所得税・住民税及び法人税の優遇

個人:１口1,000円（年間） 法人・団体:１口5,000円（年間） 措置が受けられる場合があります
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！

町人ボラコの 二、何気ない会話から、困りごとを聞いている！
（平成３０年6月1日〜
善意のご寄付ありがとうございました。
12月31日受付分）
善意の寄付
三箇条
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！
まちびと
・名古屋ヤクルト販売 ㈱ 様
・ひまわりサロン リサイクル本コーナー 様（７件） ・匿名 (1件 )
あなたの周りの
まちびと
◇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、
お礼状の作成などを行っております。
東区でもたくさんの町人ボラコさんが活躍中！
町人ボラコ情報
大募集！
！
いらなくなった『未使用ハガキ(年賀状)』ありませんか？ 使用済み切手ありませんか？

つまり…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

不動産屋さんを経営しながら自治
会長もこなす︑
地域の人気者！
優しい人柄と豊富な人脈で︑地元の
皆さんから頼りにされています♪

学校に出向き︑子どもたちとの交流
を通して︑視覚障がいについてわか
りやすく伝える発信者！
東 区 を 超 えて ︑視 覚 障 がいのあ る
方たちの交流も企画しています︒

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「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、東区内の地域活動に使われます。
ぜひ、よろしくお願いします！
常に前向き
であれ！

集めるだけのボランティア活動。ご寄託
連絡先：東区社協（成田・野澤）
いただいた使用済み切手を
★こんな風にご近所を気にかけている！
ボランティアさんの協力の
★こんないい活動をしている！
もと仕分けし、収集先の団
★もしかして、あの人も、わたしも、
まちびと
体へ送付しています。

東区社協のTwitterみてね！
山田 弘さん
太田 博久さん

町人ボラコかな？

自薦・他薦OKです！
まちびと

町人ボラコ情報を、
ぜひぜひ教えてください！
みんつく
東区社協

推進協リレー

今

4 ひがし社協だより 72号
は
回

山吹学区

地域福祉推進協議会（略して、推進協）は、すべての住民が

推進協とは…？ 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。

今回は、
「ワイワイ学校給食」を紹介します。
「ワイワイ学校給食」は、学区内の高齢者と、山吹小学校の６年生のみ
なさんが交流する行事です。はじめは、皆さん遠慮がちでしたが、手話通
訳ボランティア「もみじ」の皆さんの指導のもと、手話の基本を学び、
「翼
をください」を手話で奏でたり、６年生の
皆さんが考えてくれた遊びを一緒にした
りするうちに、みなさんすっかり打ち解け
て、楽しくおしゃべりをしながら給食をい
ただくことができました。
このように、山吹学区福祉推進協議会では、年間を通じて、子どもさんか
ら高齢者まで楽しく交流できる行事を企画、実施しています。これからも、
より多くの皆さんの参加・協力を得て、交流の輪を広げていきたいと思い
ます。
▶次回は『東白壁学区』

会貢献☆

社
気軽に取り組む

「募金機能付き自動販売機」のご紹介

「募金機能付き自動販売機」は、飲み物を購入すると、その売上の一部が、
赤い羽根共同募金に寄付されます。設置場所と月々の電気代のほかは、費用
がかかりません。自動販売機の設置・入れ替えをご検討の際は、ぜひ事務局に
ご連絡ください！

探してみてね…区内設置場所

● 愛知県国民健康保険団体連合会
● 中産連ビルディング株式会社
● 六合システム電子工業株式会社

● 愛知県社会福祉会館
● なごやかハウス出来町
● 東区社会福祉協議会

▲なごやかハウス出来町（今年度設置）

第４次東区地域福祉活動計画策定中
来年度からの５年間の、東区内の地域福祉活動の
指針となる「地域福祉活動計画」の策定を進めていま
す。昨年４月の第１回策定委員会を皮切りに、学区福
祉推進協議会や公募委員、行政のみなさんとともに、
毎月１回のペースで、作業部会を行ってきました。
４次計画では、
「誰もが住みよいまちづくり」というこれまでの
基本理念を引き継ぎつつ、
「おもてなしのあるまち」
「つながりの
あるまち」
「ささえあいのあるまち」をテーマに、事業を組み立て
ていきます。引き続き、作業部会のメンバーを募集していますの
で、計画の策定・推進に参加したいという方は、事務局までご連絡
ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。
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第70回

赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール
書道の部

ポスターの部

金賞

銀賞
冨士中３年
遥 さん

峰

愛知教育大学附属
名古屋中１年
欣洁 さん

王

明倫小１年
山本 蓮介さん

佳作

旭丘小４年
真菜さん

佳作

明倫小６年
優太さん

前田

浦井

山吹小６年
久野 美咲さん

東海中１年
荻原 和馬さん

明倫小６年
心優さん

竹中

愛知教育大学附属
名古屋小２年
髙山 健心さん

東白壁６年
慶さん

石橋

冨士中１年
零さん

五島

愛知教育大学附属
名古屋中３年
北間 くるみさん

赤い羽根共同募金 実績報告
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30年度共同募金実績額
（平成31年1月17日現在)

8,584,405円

内訳

一般募金 地域から …………………… 4,892,806円

企業から …………………… 1,745,070円
学校から ……………………… 582,974円
職場・街頭・個人などから …… 1,125,985円

歳末たすけあい募金

237,570円

筒井小３年
心奈さん

長井

矢田中１年
萌奈子さん

沼田
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いきいき支援センターだより

「いきいきおでかけマップ」がリニューアル！！
東区内のシニア向けのおでかけ先情
報をまとめた「いきいきおでかけマップ」
をリニューアルしました。
内容は、
「ふれあい・いきいきサロン」
や「認知症カフェ」の開催情報、保健セ
ンターや社会福祉協議会、福祉会館、ス
ポーツセンター、図書館などの事業や施
設紹介情報が満載です。
巻末には、健康寿命のお話や外出す
ることの大切さなども書かれていま
す。ぜひ、皆さんお手に取ってみてくだ
さい。
東区役所福祉課、東保健センター、東区社会福祉協議会、東区いきいき支援センターなどで
配布しています。

はいかい高齢者おかえり支援事業模擬訓練
を実施しました！！
現在、名古屋市では、認知症の方が行方不明に
なった場合に、事故を未然に防止するため、早期
に発見するための取り組みとして「はいかい高齢
者おかえり支援事業」を実施しています。東区で
は、これまでショッピングモールやターミナル駅
周辺にて、声かけ訓練を実施してきましたが、今
年度より、身近な地域（学区単位）での実施とし
て、平成３０年１０月１５日
（月）
に東桜学区の皆さ
んやボランティアさんのご協力を得て試行実施し
ました。

次年度以降、他の学区での実施を順次
予定しています。みなさんもお近くで実施
されるときは、
ぜひ、
ご参加ください。
声かけ訓練の前には、認知症の方への
接し方などのミニ講座を行い、その後、高
岳駅周辺で、はいかい高齢者役のボラン
ティアさんを探索し、声かけ訓練を実施し
ました。

問い合わせ先

東区いきいき支援センター
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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！
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地
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・
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常設している他、体操などの各種講座を開催して
とができる場として『こどものまち☆たかおか』を開
域住民向け一泊避難所体験や避難所
止フィルム貼 付 事 業 の
います。
催しています。
事業
50,000
1 防災しよっと。
運営の勉強会他、防災のイベント・勉強
実施にかかる備品購入
なかでも、認知症予防事業は、予防教室や普及啓
小学生3年生以上の実行委員のお子さん達が子ど
会・会議を実施。
費
発にリーダーを養成するなどその充実を図っていま
も会議を重ねて『こどものまち☆たかおか』
を創り上
映画
「いのちのはじまり
子育て親子の居場所作りや、
子育てに
す。
平成31年度からは、
予防教室卒業生で構成する
げていきます。
事業 子育てが未来を作る」
50,000
2 ♪ハーモニー♪
おける相談対応・情報提供を実施。
小学生以上の皆さん!実
ＯＢ会「さえずりの会」が立ち上がり、自主的かつ継
上映会
筒井学区の防災活動の担い手を増やす
行委員の子ども達が創り
続的に取り組んでいただきます。
筒井おたすけ隊
「助かる命を助けるため
勉強会の実施や学区防災訓練の企画、
事業
35,248
3 また、事前申し込み不要の「オープン講座」を
上げた『こどものまち☆た
に」
勉強会
防災クラブ
防災倉庫充実の検討会の実施。
かおか』の市民になって楽
開催し、一般の講座では見られないユニークな内
コーヒーの淹れ方技術の学習を通した
しみませんか?
容に好評をいただいています。「瞑想」、「毎日
男性高齢者の交流の場づくりと、地域
備品 エプロン
35,694
4 高岳珈琲クラブ
ラクラク過ごすコツ」、児童館コラボ「疲れない
のサロン等におけるコーヒーサービス
赤ん坊抱っこ法」を始め、ますます多様化する趣
の提供による生きがいづくり。
★
味に対応するため少人数対応「ミニオープン講
ア ル ミス ー ツ ケ ー ス、
名古屋ひがし防災
東区の防災意識の啓発、および発災時
下地センサー、
５０ｍ巻
日時 : 平成31年3月17日(日)
10
: 00〜15
: 00
座」も計画しています。
備品
40,000
5
のボランティアセンターの運営
き 尺、レ ー ザ ー ポイン
ボランティアネットワーク
※入場は14:00まで
さらに、当館の利用者にお手
ター、折りたたみ椅子
詳しくはホームページ
対象 : 小学生〜高校生
伝いいただく企画など、利用者
を見てください!
※保護者の方の参加は
目線に立った運営に努め、
気軽
地域と共に防災に強いまちづく
りをする 備品 タブレット、
カバー
50,000
6 工芸防災チーム
出来ませんので、
にご利用いただける会館作りに
検索
高岳児童館
グラフィックアーツ科の知識・技術を活か
名古屋市立工芸高等学校
活動紹介用パネル、ロー
ご了承ください。
取り組みます。
して、地域イベントの広告デザインや写 備品
50,000
7

『こ
どものまちたかおか』

グラフィックアーツＴＥＡＭ 真撮影等による地域への貢献。
問合せ

高岳福祉会館

ル紙

高岳児童館
『ボランティア応援助成』とは？
問合せ

東区内でのボランティア活動を行う団
申込・問合せ 東区社会福祉協議会
体を応援するための助成事業です。
赤い羽根共同募金の配分金を財源に
地域福祉活動の活性化と、共同募金運
地域福祉活動の応援団になりませんか！！
動への理解の拡大を目指しています。
興味のある方は、東区社協までお問
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』を推進しています。
赤い羽根共同募金 配分金事業
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。
合せ下さい。
▲公開プレゼンテーションの様子

事務局だより

賛助会員募集

・寝具クリーニングサービス事業
（高齢者や障がい者の世帯など）
賛助会費は
・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
こんな事業に
まちびと
など
活用されています！！ ・社協だより（本紙）の発行
会

費

まちびと

東区の町人ボラコさん、増殖中！
！
！
＊所得税・住民税及び法人税の優遇

個人:１口1,000円（年間） 法人・団体:１口5,000円（年間） 措置が受けられる場合があります
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！

町人ボラコの 二、何気ない会話から、困りごとを聞いている！
（平成３０年6月1日〜
善意のご寄付ありがとうございました。
12月31日受付分）
善意の寄付
三箇条
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！
まちびと
・名古屋ヤクルト販売 ㈱ 様
・ひまわりサロン リサイクル本コーナー 様（７件） ・匿名 (1件 )
あなたの周りの
まちびと
◇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、
お礼状の作成などを行っております。
東区でもたくさんの町人ボラコさんが活躍中！
町人ボラコ情報
大募集！
！
いらなくなった『未使用ハガキ(年賀状)』ありませんか？ 使用済み切手ありませんか？

つまり…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

不動産屋さんを経営しながら自治
会長もこなす︑
地域の人気者！
優しい人柄と豊富な人脈で︑地元の
皆さんから頼りにされています♪

学校に出向き︑子どもたちとの交流
を通して︑視覚障がいについてわか
りやすく伝える発信者！
東 区 を 超 えて ︑視 覚 障 がいのあ る
方たちの交流も企画しています︒

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「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、東区内の地域活動に使われます。
ぜひ、よろしくお願いします！
常に前向き
であれ！

集めるだけのボランティア活動。ご寄託
連絡先：東区社協（成田・野澤）
いただいた使用済み切手を
★こんな風にご近所を気にかけている！
ボランティアさんの協力の
★こんないい活動をしている！
もと仕分けし、収集先の団
★もしかして、あの人も、わたしも、
まちびと
体へ送付しています。

東区社協のTwitterみてね！
山田 弘さん
太田 博久さん

町人ボラコかな？

自薦・他薦OKです！
まちびと

町人ボラコ情報を、
ぜひぜひ教えてください！
みんつく
東区社協

8 ひがし社協だより 72号
！

使って便利

日常生活の便利な足

車いす仕様車（スロープタイプ）貸し出し中

ご利用できる方
東区内にお住まいの車いすを使用（足
のケガ等で一時的な利用も含む）して
いる方で、満 21 歳以上で事故の責任
が取れる運転者を確保できる方。

利

日頃 の 通院や、外出 の
機会に利用できる福祉車
両
「トヨタ・ノア車いす仕様
車」を、車いす利用の方に
貸し出しています。

電話で
車両の予約
※ 希望日に車両が

空いているか
確認して予約。

貸出期間

車両のみの貸出しです。
運転者は利用者が確保してください。

そ の 他

随時、見学を受け付けています！

会場・時間

午

トヨタ ノア X

月
火
水
金

曜
曜
曜
曜

日
日
日
日

❶車いす利用者 … 障がい者手帳や、
介護保険証など
❷運転者 ………… 運転免許証
❶❷を確認の上、写しを頂きます。
印鑑は不要。

当日貸し出し
※ 自家用車の

駐車スペースは
あります。

事故等の責任は
負えません

乗車定員は車いすでの乗車１名、その他運転者含め６名（計 7 名）ですが、
後方がスロープになっているため、後部座席利用時は荷物の搭載はほぼ
できません。
ETC は搭載、カーナビはついておりません。

自動車任意保険に加入しています。
【対人・対物：無制限、車両保険免責５万円（利用者負担上限）
】
違反などは運転者の責任になります。罰金やレッカー代等は運転者負担になります。

その他

※ 車両寄贈：碧海信用金庫様

お問合わせ
予約窓口

東区社会福祉協議会
東区泉二丁目 28 番５号

TEL

932-8204 FAX932-9311

事業の運営には皆様からの賛助会費を財源としています

2月には体験会も実施★興味ある方はお友達を誘って参加ください

高齢者はつらつ長寿推進事業平成31年度上半期参加者を募集します。
身近な地域で介護予防や仲間づくりをはじめませんか？
申

込

方

法

2月28日締切 ※必着

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時〜17時）
定
員 各会場 24名
平成31年4月〜9月

参加期間

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

前

原則 7 日前までに窓口にて
申込手続き
＜必要なもの＞

最長 3 日間（土日祝日、休館日は含まず）。貸出・返却の受付は平日の９時から 17 時です。

貸出の車

○詳細はお気軽に社協までお問い合わせください。

さくらクラブ
参加者募集！
！

担

申し込みは平日の 9 時〜17 時

無料
（ただし、給油して返却）

用

負

申込方法と利用の流れ

トヨタ ノアX
（車いす１脚仕様車）

（休業日を除く）
貸出期間 ３日間以内
費

用

無料で利用できます。ただし、返却時に
ガソリンを満タンにしてください。

対象となる方 区内在住の車いす利用者
貸出車両

〜病院への通院や家族とのお出かけなど〜

車いす対応車 貸 出 事業

午

月
火
水
金

後

曜
曜
曜
曜

日
日
日
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

毎週、様々なプログラムをみんなで楽しくやっていますよ！
男性企画！
懐かしの
レコードコンサート

音楽療法で
脳をリフレッシュ

シナプソロジーで
体と頭の体操

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

自分を知ろう！
筋力測定

