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社協だより

第４次東区
地域福祉活動計画
がはじまります！
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令和元年度から向こう５年間の、区内の
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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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「みんつくメンバー大募集」

第4次活動計画では、みんつくメンバーを大募集します。
「みんつく」とは「みんなでつくろうわがまちひがし」の略称です。
「みんつく」では、活動計画の実施事項の
企画を考えたり、実行したり、振り返って
次につなげたり‥といった活動をします。
ご興味のある方は、お尋ねください。

「東ほっとネット」です！

しさ
なたのやさ
こんにちは あ
たい
もっと知り

〜東ほっとネット講習会の開催報告〜

3 月 1７日（日）高岳げんき館にて、
名古屋市認知症相談支援センター
総合相談マネジャー杉本一美氏と、若年性認知症当事者の方をお招き
し、
「認知症の方が安心して暮らし続けられる名古屋を目指して」をテー
マに、認知症に関する説明や、当事者の方から診断された時のこと、
当事者同士の出会いで元気になったこと、これからやってみたいこと等
のお話をしていただきました。
参加者からは、認知症の方に対して、一方的に困った人と見るのでは
なく、共感する姿勢を持ち、誰もが住みやすいまちづくりを進めたい、という声が多数聞かれました。
今後も研修や講習の機会を設けていきたいと思います。

「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。

東区社協のTwitterを見てみませんか？

みんつく

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

東区社協

第3次地域福祉活動計画「みんつく」からできた社協Twitterにて、東区の地域活動の

紹介や福祉の情報を発信中！ぜひ見てみて、フォローしてくださいね！
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平成30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。
（順不同・敬称略）
宗教法人 養念寺
株式会社 山本油店
株式会社 ヤマブキ
矢作建設工業株式会社
株式会社 矢田工業所
八神建築株式会社
株式会社 三田村商店
株式会社 万年堂
医療法人 丸井医院
宗教法人 本覚寺
株式会社 保坂工業所
ホーユー株式会社
有限会社 法務総合ビル
株式会社 文方社
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社 中部支社
丹羽コルク興業株式会社
一般財団法人 日本陶業連盟
日本国土開発株式会社
株式会社 日進工業所
なごや農業協同組合
株式会社 ナゴヤドーム
名古屋紙業株式会社
名古屋貸物設備株式会社
仲野無線電機株式会社
豊田株式会社
株式会社 トーエネック名古屋支店
株式会社 東海サンユーテクノス
千代田運輸株式会社
宗教法人 長久寺
中部電力生活協同組合
有限会社 中日新聞長塀町専売店

中産連ビルディング株式会社
タック株式会社
高林電機株式会社
大雄警備株式会社
大本山永平寺名古屋別院
合資会社 大福屋本店
株式会社 大清
大幸砂田橋クリニック
宗教法人 大幸寺
染木建設株式会社
瀬戸信用金庫車道支店
株式会社 せがわ住機
宗教法人 清瀧寺
寿美工業株式会社
株式会社 スドー
株式会社 昭和美装
昭和興業株式会社
宗教法人 勝楽寺
宗教法人 壽林寺
合資会社 せき山
敷島製パン株式会社
株式会社シービープラス
三栄商事株式会社
宗教法人 西蓮寺
医療法人東光会 こうようクリニック
河野製絨株式会社
株式会社 厚進
NPO法人高次脳機能障害者支援 笑い太鼓
株式会社 小出物産
宗教法人 建中寺
建材化工株式会社

株式会社 建光社
健康関連取引適正事業団
ケイティケイ株式会社
株式会社 くすむら
協和電気工業株式会社
共進電気工業株式会社
岸田産業株式会社
合資会社 川由
有限会社 川井屋本店
株式会社 可児不動産
株式会社 加藤設計
株式会社 加藤製作所
加藤化学株式会社 第一富士ビル管理事務所
カシワギ電気株式会社
株式会社 貝出電機商会
株式会社 桶庄
岡﨑信用金庫 代官町支店
株式会社 大塚屋
宗教法人 圓勝寺
合資会社 いろは菓子舗
合資会社 今池電機設備
伊藤電機株式会社
株式会社 イトウ珈琲商会
株式会社 石川商会
株式会社 葵ゴルフクラブ
愛知県電気工事業工業組合
他、
匿名２件

平成３１年３月末までに９０法人さまの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。
30

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

536人
111件

個人会員
法人・団体会員

計 647件

（1,745,000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
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♥学区推進協によるリレー方式での取組み紹介♥

推進協リレー

今回は

東白壁学区

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。

東白壁学区では「ふれあい会食会」
「わいわい会食会」
「ふれあい給食会」があります。
「ふれあい会食会」は年４回、６月の会で第１１７回を迎えました。
「わいわい会食会」は小学校の運動会に合わせ開催してきましたが、今年度は運動
会の都合上なくなりました。残念です！
「ふれあい会食会」は、季節に合わせてすべて手作り料理です。
アトラクション、ビンゴゲーム等取り入れ、敬老の会には手作り
プレゼントをお渡しています。又、東白壁小５、６年生の各組
が交代で歌を歌ったり、配膳のお手伝いもしてくれています。
「ふれあい給食会」は、年１回６年生の児童と学校給食をいただ
き、お話・ゲーム・歌などで一緒に楽しんでいます。
「盆踊り」
「餅つき」も続けて開催しています。
65才以上のおひとり暮らしのかた、75 才以上の高齢者世帯に
は、「お元気ですか訪問」を手渡し作戦で行っています。
地域ぐるみのつながりを大切にしながら、楽しい学区、楽し
い行事にしていきたいと思います。
▶次回は『葵学区』

ふれあい・いきいきサロンは、地域のお茶の間です。
ぜひお出かけください。
和やか将 棋サロン（共生型）

砂田橋麻雀サロン（共生型）

kiZna クラブ（共生型）

日時／毎週月曜日 13:00 〜 16:00
日時／第 1・３土曜日 13:00 〜 17:00
日時／第２・４木曜日 13:00 〜 16:30
場所／サンコート砂田橋集会所
場所／砂田橋会館
場所／砂田橋会館
麻雀などのゲームやおしゃべりを楽しみま
将棋やオセロを楽しみましょう。小学生 健康麻雀です。初心者にもお教えします。
せんか。
にも教えます。
カフェ スカイハイツ（共生型）

歌楽サロン（共生型）

日時／第２・４土曜日 14:30 〜17:00
日時／第２木曜日 13:30 〜 15:30
場所／東桜スカイハイツ集会所
場所／わっぱーれ・やまぐち
麻雀・囲碁・トランプなどのゲーム、折紙 歌など声を出しての健康づくり、音楽鑑
教室もします。
賞、おしゃべり

前浪カラオケクラブ（高齢者）

日時／第１日・第３木曜日 13:00 〜15:00
場所／市営前浪荘集会所
カラオケ・合唱を中心に、お茶をのみながら
おしゃべりします。
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たかおかじどうかん☆こどもまつり2019
楽しいコーナーや催しが盛りだくさん♪みんなできてね！

日時：9 月 22 日（日）10：30 〜 15：00
会場：高岳児童館／参加費：無料（一部有料）

高岳福祉会館の講座・教室を受講してみませんか？
福祉会館は、名古屋市内にお住まいの 60 歳以上の方が利用できます。
趣味の講座
(10月開始分 )

認知症予防教室
（10月開始分）『なないろ』

申込み期間：
7/16( 火 ) 〜 8/3( 土 ) まで

65 歳以上対象の教室です

＊体操講座 (7 講座 )
＊その他 (5 講座 )
・ペン字 ・折り紙
・音楽療法・フラダンス
・太極拳
＜無料（一部材料費有料）＞

申込み期間：
8/13( 火 ) 〜 8/31( 土 )
認知症予防に効果的な運動と
音楽療法・手作業などの様々
なプログラムを行います。
＜無料（一部材料費有料）＞

開催曜日等の詳細は、会館
へお問い合わせ下さい。

毎週火・水・木
午前 10 時〜正午
※参加できるいずれかの曜日
1 日を選んで、会館窓口で
お申込み下さい

※所定の申込み用紙に必要
事項を記入の上、会館窓口
か FA X でお申込み下さい

認知症予防リーダー
養成講座

？

申込みをする時は、
何か必要ですか？
福祉会館の利用証
が必要です。

申込み期間：
8/13（火）〜募集開始
先着順 5 名
＊認知症予防について学
んで、地域で役立てて
みませんか？
10月〜11月の金曜日のうち
全5回 午 前10時 〜 正 午
※他に外部研修 3 回あり
＜交通費要＞
※会館窓口にてお申込み
下さい

持っていない方・か
なり前に作ったままの
方・紛失された方は、
住所・生年月日の確認
のとれる本人確認書類
を持ってお越しくださ
い。
（例 健康保険証・
敬老手帳・運転免許証
など）
※住民票が東区以外の
方は、住民票のある区
の福祉会館での作成・
再発行になります。

防災講座DVDができました☆貸出します！
みんつく「平成となり組」のメンバーが防災講座
DVD を作りました！
ご近所づきあいを大切にして、地域の防災・減災を
無理なく進めるために、
「その時」にどうしたらよいか
を「標語」
・
「お芝居」
・
「クイズ」で楽しみながら学べます。
地域の集まりやサロンでご活用ください。
内
①真

夜

②台

中
所

枕元セットに

救われる」

編 ：「地震だぞ

頭の上に

鍋落ちる」

③ 買い 物できない 編 ：「非常食
④避

難

所

容

編 ：「真夜中は

美味しいものを

買い揃え」

編 ：「分かってる？ みんなで過ごす

不自由さ」

⑤ 非 常 持 出 袋 編 ：「忘れるな

持出袋に

⑥ 支援が必要な方編 ：「避難時は

ヘルプカードを

私用品」
忘れずに」

⑦ ひ と り 暮 ら し 編 ：「日頃から

知らせておくよ

避難先」

⑧ 向 こう３軒 両 隣 編 ：「俺ひとり

お隣さんとも

良き仲間」

東 区 社 協 のホームページにて
ダイジェスト版の動画を公開中！
地域の住民自ら台本作成、
ナレーション、芝居を担当

☆映像は全体で約１６分で
す。各編の途中で問いかけ
がありますので、一時停止
をして、ぜひ皆さんと話し
合ってみて下さい。
◯貸出の詳細は社協まで
お問い合わせ下さい。
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いきいき支援センターだより

もの忘れ相談 で困っていることを
お話してみませんか？
いきいき支援センターでは、様々な事業をとおして、認知症の方を介護するご家族を支援します。
もの忘れ相談 では、もの忘れ相談医により、認知症の早期発見・治療など、認知症に関する
相談を無料で行っております。
今後の開催予定
★最近忘れっぽくなった！
★お金をとられたと被害妄想がある！
★同じ話を何度も繰り返すようになった！ など…
これって 認知症 かな？と思い当たることが増えてきたら、
まずは気軽に相談してみませんか？
( おひとり様３０分程度のお時間にさせていただいております。)
会場 高岳げんき館 ( 東区在宅サービスセンター )１階 相談室
開催日までにお電話または窓口にて申込みを承っております。

7 /17（水） 13:00 〜 14:30
8 /21（水） 13:00 〜 14:30
9 /18（水） 13:00 〜 14:30
10/18（金） 13:30 〜 15:00
11/15（金） 13:30 〜 15:00
12/20（金） 13:30 〜 15:00
1 /17（金） 13:30 〜 15:00
2 /21（金） 13:30 〜 15:00
3 / 6 （金） 13:30 〜 15:00

認知症サポーター養成講座（定期講座）を開催
〜次回は 10 月〜
認知症サポーターとは認知症になっても安心して暮らせるまちをつくるため、認知症の理解や接し
方等の知識を持つ応援者です。いきいき支援センターの営業時間外にも開催を予定していますので、
日中には参加できない方もぜひご参加ください。

令和元年 10 月 4 日（金）14：00 〜 15：30
開催場所：名古屋市東図書館 2 階集会室（カルポート東内）
住
所：東区大幸南一丁目 1−10

令和元年 11 月 30 日（土）13：30 〜 15：00
開催場所：高岳げんき館 １階研修室（東区在宅サービスセンター）
住
所：東区泉二丁目 28‐5

令和２年２月 28 日（金）14：00 〜 15：30
開催場所：名古屋市東図書館 2 階集会室（カルポート東内）
住
所：東区大幸南一丁目 1−10

名古屋市東区いきいき支援センターではＦａｃｅｂｏｏｋ
（フェイスブック）による情報発信を行っております。
https://www.facebook.com/higasikuikiiki
上記アドレスから、ご覧いただけます。ぜひご覧ください！
問い合わせ先

東区いきいき支援センター
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令和元年度

事業計画（主なもの）

地域福祉活動の推進

その他

●第4次東区地域福祉活動計画の推進

●車いす、福祉車両の無料貸出し

●地域支えあい事業の支援

●寝具クリーニングの実施

●ふれあい・いきいきサロンの活動支援

●社協だより、広報なごやの点訳・音訳版

●地域福祉推進協議会・ふれあい給食会の

の作成、配布

活動支援
●はつらつ長寿推進事業の実施
●高岳児童館・福祉会館の運営管理
●各種団体への活動助成

ボランティア活動の促進
●ボランティア相談
●福祉教育の推進

令和元年度

収支予算額

1%

助成金

その他

8%

7%

補助金等

収入

33%

法人の運営等

35%

児童館・祉会館等運営

58%

収入

5%

支出

受託金

補助金等
受託金
会費・寄付金
その他

単位：千円

その他

会費・寄付金

53%

54,009
95,732
2,139
13,762

千円
千円
千円
千円

165,642 千 円

法人の運営等
児童館・祉会館等運営
助成金
その他
支出

57,610
88,134
10,803
9,095

千円
千円
千円
千円

165,642 千円

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。

訃報

本会名誉会長の鬼頭正男様が、去る５月２２日にご逝去されました。
（享年９４歳）
謹んで、ご冥福をお祈りします。

8 ひがし社協だより 73号

はつらつサポーター募集★
Q.高齢者はつらつ長寿推進事業とは

はつらつ長寿推進事業では、運営のお

A.名古屋市の受託事業で、65歳以上の方でご自分で会場まで来

手伝いをしてくれるボランティア（はつら

れる方を対象に、東区内8ヵ所で認知症・介護予防を目的に実

つサポーター）を募集しています。

施している事業です。

はじめての方には事業の説明や会場見

Q.はつらつサポーターは何をするの

学、またフォローアップ講座も予定してい

A.会場にて参加者の見守りやお手伝い、また特技などを活かし

ます。興味ある方はお問合せください。

た運営の協力などをお願いします。どの会場でも構いません。

事務局だより
（平成31年1月1日〜令和元年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（5件）
●全国鐵構工業協会 青年部会 様 車いす５台 ●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。

ひ ま わ り サ ロ ン 出 展 者 募 集！
毎月第２木曜日11時〜14時に開催しているひまわりサロンで

は、展示企画コーナーを担当してくれる方を募集しています。

趣味で作った作品、特技の披露など発表する場をお探しのかた

は一度ご連絡ください。

レコードコンサート

んなこと
いままでこ
♡
しましたー

手作り作品の展示

就労支援事業所紹介と物販

問い合わせ一覧

932−8236
711−6333

高岳福祉会館

931−8174

高岳児童館

932−1718

711−6313
935−1025

高岳

駐車場入口

N

高岳郵便局

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

いきいき支援センター

東区社会福祉協議会
(高岳げんき館）

号線

686−2525

932−9311

至黒川

国道

932−8204

介護保険事業所
いきいき支援センター分室

FAX
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

TEL

