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社協だより

http://www.higashi-fukushi.com
東区社協のTwitterをごらんください！
東区社協のTwitterを見てみませんか？
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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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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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。
令和元年度共同募金実績額
内訳

一般募金

8,384,746円

（令和２年１月１6日現在)

歳末たすけあい募金

地域から …………………… 4,952,356円

199,249円

企業から …………………… 1,656,600円
学校から ……………………… 534,779円
職場・街頭・個人などから …… 1,041,762円

赤い羽根共同募金 NAGOYA DIAMOND DOLPHINS
赤い羽根共同募金について、わかりやすく、親しみ
を持ってもらうために、名古屋本拠地のプロバスケッ
トボールチーム、Bリーグ所属、名古屋ダイヤモンド
ドルフィンズとコラボレーションして、オリジナルク
リアファイルを作製しました！
なごやかまつり・ひがし等のイ
ベントにて、200円以上寄付され
た方にプレゼントしました☆
笹山貴哉選手よりメッセージ

「共同募金で地域福祉を盛り上げましょう！」

東区ボランティア応援助成
名

赤い羽根共同募金 配分金事業

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！
称

会の活動内容

1

名古屋ひがし防災
東区の防災意識の啓発、および発災時の
ボランティアネットワーク ボランティアセンターの運営。

2

笑顔でつながる
街づくり委員会

3 防災しよっと。
4 ♪ハーモニー♪

種類
備品

矢田学区にお住いのみなさんの生活支援を
行うにあたり、より広範な担い手づくりを進 事業
めるために、新規に委員会を立ち上げた。
矢田学区防災ボランティア団体。地域住民
向けー泊避難所体験や避難所運営の勉強 事業
会他、防災のイべント·勉強会·会議を実施。
子育て世代の親子の居場所作りや、子育て
事業
における相談対応や情報提供を実施。

助成内容

ガラス飛 散 防 止フィルム
貼り講習会用窓枠、アルミ
ツールケース
学区人材バンク設立に向
けての事務経費(説明会開
催、チラシ作成等)
避難所運営の勉強会、避
難所開設チェックシートの
作成
赤ちゃんがいるお母さん
向けの災害時の栄養と避
難所運営に関する講演会

助成額
50,000
50,000
50,000
50,000

『ボランティア応援助成』
とは？
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。

▲公開プレゼンテーションの様子
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「東ほっとネッ
ト」です！
『こどものまち★たかおか』を開催します！

高岳福祉会館より
しさ
なたのやさ
は
あ
ち
に
ん
こ
たい
もっと知り

高岳児童館より

「認知症予防教室」の参加者募集

「東区災害ボランティアセンター設置運営訓練
」を実施しました
福祉会館では、健康の増進、教養の向上を目的
子どもが市民になり、
いろいろな仕事を疑似体験
に体操やレクリエーション開催の他、介護予防事
しながら子どもだけの「まち」をつくります。
１月１３日
（月・祝）
に、高岳げんき館にて、
訓練と交流会を開催し、66名の参加がありました。
業として「認知症予防教室」を開講しています。
働くことでもらうお金はこの「まち」だけの通貨。
実際に東区に豪雨災害が起きたと想定して、災害ボランティアセンター運営ボランティア役と、支援のために駆
当館の予防教室愛称「なないろ」は、運動、音
「まち」にある、さまざまなお店で買
けつけた一般ボランティア役
楽療法、手作業などを行い、すでに多くの方から
い物や飲食、ゲームなど子どもたち
に分かれ、
受付や、活動のマッ
好評をいただいています。
だけでつくる「まち」を楽しみます。
チング、資機材渡しなどの一
連の流れを確認しました。
「認知症予防教室なないろ」
参加者からは、
「実際に災
『こどものまち★たかおか』
4月〜9月分を募集します。
害が起きたとき、自分に何
開催日時 : 2月16日（日）10 : 00〜15 : 00
日 時：火水木のいずれか1日（毎週）10:00〜12:00
ができるかを具体的に体験
当日受付※入場は14:00まで
対
象：市内在住の65歳以上の高齢者
できた」との声が聞かれま
対
象
:
小学生〜高校生入場無料！
定
員：各曜日12人
した。
▲交流会では非常食の試食を体験
▲真剣な表情で訓練に参加する参加者ら
※大人は入場できません。ご了承ください。

申 込：2月12日（水）〜2月29日（土）に当館窓口へ直接

◯「災害ボランティアセンター」
とは？

大規模災害の発生時、
必要に応じて名古屋市災害ボランティアセンターを本部として各区に災害ボランティアセンターが
問合せ 高岳福祉会館
問合せ 高岳児童館
設置されます。運営は市や区の社会福祉協議会、市内の災害救援 NPO 、災害ボランティア団体などが協力して行います。

「東ほっとネット」とは？

申込・問合せ
事
務局より
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

東区社会福祉協議会

問合せ(事務局)
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
東区社会福祉協議会
でも会員募集中です♪
ボランティアセンター
地域福祉活動の応援団になりませんか？

賛助会員募集

東区社会福祉協議会では、地域のみなさまと共に『誰もが住みよいまちづくり』を推進しています。
本会事業にご賛同いただき、ご協力いただける方を募集しています。

福祉学習ってなあに？
・寝具クリーニングサービス事業
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
私たちは、
高齢者や障がいのある方など、
いろいろな人たちが住む地域で暮らしています。
多種多様な人
など
活用されています！！ ・社協だより（本紙）の発行
たちが、同じ地域で支えあって生活していくことが、
だれもが暮らしやすい街づくりにつながります。
福祉学
＊所得税・住民税及び法人税の優遇
習では、
直接お話を聞いたりして交流する
（年間） 法人・団体:１口5,000円（年間）
会 高齢者や障がいのある方がどう暮らしているのかを体験したり、
費 個人:１口1,000円
措置が受けられる場合があります
ことで、
自分たちにできることを考えます。

（６月１日〜１１月３０日受付分）

・名古屋ヤクルト販売株式会社 様
・榎本 正三 様
・ひまわりサロンリサイクル本コーナー 様（６件） ・匿名（1 件）
榎本正三様から地域福
祉に役 立ててほしいと
多額の寄付をいただき、
感謝状を贈呈しました。
▶

視覚障がいのある方のお話

募集

集めるボランティア

いらなくなった
未使用ハガキ 年(賀状 や)
使用済み切手ありませんか？

善意の寄付

善意のご寄付ありがとうございました。

左から２番目 榎本 正三 様

車いすの乗車・介助体験

今までは困っている姿をみても自分にできることが
障がい者だからといって何もできないわけじゃない
わからなかったけれど、これからは勇気を出して声
と知りました。自分よりできることがたくさんあっボランティア活動中や、往復途上における傷害・賠償事故を補償します。
のご案内
をかけてみたいです。
てすごいと思いました！
小学６年生より
小学５年生より
保険期間：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）

「ボランティア活動保険」

加

入に
は
★令和２年度（４月１日〜）分の加入手続きは３月２日より開始！
印鑑
が
必
保険切れがないよう、早めの更新手続きをお勧めします。
要
今年度は、すでに小中学校 7 件、
その他団体２件のご依頼があり福祉学習を実施しています。
です
。
★申込・問合せ：東区社会福祉協議会ボランティアセンター
学校に限らず、自治会や子ども会、
企業・店舗の皆さんからのご相談にも対応しています。

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/

皆さんもぜひ福祉学習をやってみませんか？
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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

葵学区

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、葵学区の世代間交流事業の紹介です。
11 月 17 日 ( 日 )、葵小学校にて東邦高校吹奏楽部の皆さんによる迫力ある演奏会「音楽を楽しもう！
AOI 音楽会」が開催されました♪
地域にお住まいの方や、小学生の親子、子育てサロン参加者など、約 300 人の参加があり、色々な世
代が一緒に楽しめるイベントになりました☆

体育館は超満員！

迫力ある演奏を前に感動する方も

学区の子どもたちと、一緒に踊りながら演奏

〜第４次東区地域福祉活動計画始動〜（令和元年度
スマホアプリを活用した

情報収集・発信
実施項目 2、3、8

バリアフリー情報の収
集・発信ができるスマホ
アプリ「B-maps」を活用
した街歩き探検隊を８月
に開催しました。また、
12月にも、バリアフリー
体験をしながら、アプリ
体験をする体験会を開催
しました。
活動計画の PR

第４次東区地域福祉活動計画始動

4次計画の初年度がスタートを切り
る」
ことで、
はじめの一歩を応援する内容
ひとりひとりの皆さんが、
自分ができ
に始めませんか！今年度、
実施した計画

実施項目 3、7、10

広く区民の皆さんに活動計画を知ってもらうために、
「福祉のつどい」
を開
催しました。
第1部では、金城学院大学の橋川健祐先生から、
「第4次活動計画に期待
すること」
と題して活動計画の完成報告をいただき、第2部では、日本初のプ
ロチェアスキーヤーとして活躍している青木辰子さんに
「夢をあきらめない
〜東京２０２０〜」
と題し、講演をいただきました。

東区おもてなし隊養成講座（仮称）

おもてなし養成講座の中心となる
「
検定」
を、みんつくのメンバーを始め区
も呼びかけて受講しました。

一緒に取り組んでくれるメンバーも
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東 区 ホットスポット

名古屋市内でも貴重な存在の公設市場が、ここ東区にあります。
地域のみなさんの日常を支えている公設市場の大屋組合長にお
話を聞きに行ってきました。
Q ここの施設はいつからある？
大正14年から開業。
Q 利用されている方は？
お年寄りから子どもまで幅広い方
が来ますよ。子どもが遊べる広場
（フリースペース）もあります。
Q 地域とのつながりは？
第１月曜日11時〜13時に広場でどな
たでも参加できる「徳川公設サロン」
を開催。
店内に飾ってある作品は、利用され
る方の作品や、高校生が撮影した山車
▲大屋夫妻
「こんなところもあるから、寄ってね〜」 の写真など、
アットホームな雰囲気。

度〜令和5年度）

動

りました！まずは
「できることからはじめ
容です。
きることを考えて、
できることから一緒
画の一部を紹介します♪

）の開催

『徳川公設市場』

場所／徳川町 522 番地
時間／ 10:00 〜19:30
お休み／日曜日、祝日の月曜日

惣菜や肉屋、魚屋な
ど9店舗とスーパーが
あり、店内のうどん屋
さんは安くて美味しい
と評判だそう。
お店の方と会話しな
がらの買い物は、物を
買うだけではない楽し
みがあると感じました。

パラスポーツの体験会の開催
実施項目 3

12月7日
（土）
東スポーツセンターに
て、
老若男女、
障がいのあるなし関係なく
競えるスポーツ
「ボッチャ」
の体験会を実
施。当日は、
自由に遊べるコーナーと、交
流ゲームの体験会でした。総勢５２名のご
参加をいただきました。
誰でも楽しく参加できるボッチャ会は、
笑い声に包まれた集まりとなりました。

「福祉活動をしたい」ニーズを聴き取る

実施項目 4、5、6

東区中小企業家同友会さんの例会で、地域福祉や活動計画についてお
話しました。
テーブルディスカッションでは、中小企業の抱える課題や、地域でで
きることなど活発な意見交換が行われました。
実施項目 3、5、6

「ユニバーサルマナー
区内の学校の先生方に

も大募集中！問合せは東区社協まで♡
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いきいき支援センターより

認知症介護の悩みがある…、そんな時には

いきいき支援センターにご相談ください
いきいき支援センターでは、認知症の方を介護する家族支援事業として、ご家族
の方が認知症について学ぶ場や、不安や悩みを話せる場づくりを行っています。
今回は「認知症の家族教室」と「認知症家族サロン」についてご紹介します。

認知症の家族教室
認知症の方を介護する家族の方を対象に、「認知症の家族教室」を開催
しています。前期は4月〜8月、後期は10月〜2月の日程で、毎月1回、
全5回の教室です。認知症や制度について学んだり、もの忘れ相談医の先
生の話を聞いたり交流会を行ったりしています。正しい知識を知り、自分
なりの介護方法を一緒に考えていきましょう。

認知症家族サロン
認知症の方を介護する家族を対象とした、家族の方が日頃抱えている思いを話し合え
る場として「認知症家族サロン」を開催しています。悩みごとなど皆さんたくさんのこ
とをお話しされますので、ご興味のある方はどうぞお気軽にご参加ください。

気持ちが楽に
なりました

関わり方の
ヒントが
もらえました

★場所はどちらも高岳げんき館です。日時についてはお問い合わせください。

せ
お知ら 「はいかい高齢者捜索システム事業」をご利用ください
認知症の人が行方不明となった場合に早期に発見できるよう「はいかい高齢者捜索システ
ム事業」が令和元年１０月より名古屋市で始まりました。
認知症の人の位置情報を把握する、
衛星利用測位システム（GPS）機器の利用にかかる費用の一部を助成します。
お問い合わせ
はいきいき支援センターまで。
問合せ

東区いきいき支援センター
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「認知症予防教室」の参加者募集

「東区災害ボランティアセンター設置運営訓練
」を実施しました
福祉会館では、健康の増進、教養の向上を目的
子どもが市民になり、
いろいろな仕事を疑似体験
に体操やレクリエーション開催の他、介護予防事
しながら子どもだけの「まち」をつくります。
１月１３日
（月・祝）
に、高岳げんき館にて、
訓練と交流会を開催し、66名の参加がありました。
業として「認知症予防教室」を開講しています。
働くことでもらうお金はこの「まち」だけの通貨。
実際に東区に豪雨災害が起きたと想定して、災害ボランティアセンター運営ボランティア役と、支援のために駆
当館の予防教室愛称「なないろ」は、運動、音
「まち」にある、さまざまなお店で買
けつけた一般ボランティア役
楽療法、手作業などを行い、すでに多くの方から
い物や飲食、ゲームなど子どもたち
に分かれ、
受付や、活動のマッ
好評をいただいています。
だけでつくる「まち」を楽しみます。
チング、資機材渡しなどの一
連の流れを確認しました。
「認知症予防教室なないろ」
参加者からは、
「実際に災
『こどものまち★たかおか』
4月〜9月分を募集します。
害が起きたとき、自分に何
開催日時 : 2月16日（日）10 : 00〜15 : 00
日 時：火水木のいずれか1日（毎週）10:00〜12:00
ができるかを具体的に体験
当日受付※入場は14:00まで
対
象：市内在住の65歳以上の高齢者
できた」との声が聞かれま
対
象
:
小学生〜高校生入場無料！
定
員：各曜日12人
した。
▲交流会では非常食の試食を体験
▲真剣な表情で訓練に参加する参加者ら
※大人は入場できません。ご了承ください。

申 込：2月12日（水）〜2月29日（土）に当館窓口へ直接

◯「災害ボランティアセンター」
とは？

大規模災害の発生時、
必要に応じて名古屋市災害ボランティアセンターを本部として各区に災害ボランティアセンターが
問合せ 高岳福祉会館
問合せ 高岳児童館
設置されます。運営は市や区の社会福祉協議会、市内の災害救援 NPO 、災害ボランティア団体などが協力して行います。

「東ほっとネット」とは？

申込・問合せ
事
務局より
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

東区社会福祉協議会

問合せ(事務局)
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
東区社会福祉協議会
でも会員募集中です♪
ボランティアセンター
地域福祉活動の応援団になりませんか？

賛助会員募集

東区社会福祉協議会では、地域のみなさまと共に『誰もが住みよいまちづくり』を推進しています。
本会事業にご賛同いただき、ご協力いただける方を募集しています。

福祉学習ってなあに？
・寝具クリーニングサービス事業
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
私たちは、
高齢者や障がいのある方など、
いろいろな人たちが住む地域で暮らしています。
多種多様な人
など
活用されています！！ ・社協だより（本紙）の発行
たちが、同じ地域で支えあって生活していくことが、
だれもが暮らしやすい街づくりにつながります。
福祉学
＊所得税・住民税及び法人税の優遇
習では、
直接お話を聞いたりして交流する
（年間） 法人・団体:１口5,000円（年間）
会 高齢者や障がいのある方がどう暮らしているのかを体験したり、
費 個人:１口1,000円
措置が受けられる場合があります
ことで、
自分たちにできることを考えます。

（６月１日〜１１月３０日受付分）

・名古屋ヤクルト販売株式会社 様
・榎本 正三 様
・ひまわりサロンリサイクル本コーナー 様（６件） ・匿名（1 件）
榎本正三様から地域福
祉に役 立ててほしいと
多額の寄付をいただき、
感謝状を贈呈しました。
▶

視覚障がいのある方のお話

募集

集めるボランティア

いらなくなった
未使用ハガキ 年(賀状 や)
使用済み切手ありませんか？

善意の寄付

善意のご寄付ありがとうございました。

左から２番目 榎本 正三 様

車いすの乗車・介助体験

今までは困っている姿をみても自分にできることが
障がい者だからといって何もできないわけじゃない
わからなかったけれど、これからは勇気を出して声
と知りました。自分よりできることがたくさんあっボランティア活動中や、往復途上における傷害・賠償事故を補償します。
のご案内
をかけてみたいです。
てすごいと思いました！
小学６年生より
小学５年生より
保険期間：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）

「ボランティア活動保険」

加

入に
は
★令和２年度（４月１日〜）分の加入手続きは３月２日より開始！
印鑑
が
必
保険切れがないよう、早めの更新手続きをお勧めします。
要
今年度は、すでに小中学校 7 件、
その他団体２件のご依頼があり福祉学習を実施しています。
です
。
★申込・問合せ：東区社会福祉協議会ボランティアセンター
学校に限らず、自治会や子ども会、
企業・店舗の皆さんからのご相談にも対応しています。

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/

皆さんもぜひ福祉学習をやってみませんか？
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さくらクラブ
参加者募集！
！
随時、見学を受け付けています！

会場・時間

午

月
火
水
金

前

曜
曜
曜
曜

日
日
日
日

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令和2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

定

員

2月28日締切 ※必着

4月〜9月
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9:00〜17:00）
各会場 24名 ※定員を超える場合は高丘げんき館にて公開抽選（3月5日 15:00〜）

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

午

月
火
水
金

後

曜
曜
曜
曜

日
日
日
日

参加期間

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
転倒予防は
筋力づくりから♪
健康体操

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！
自分たちで企画★
参加者企画

豊かな時間♪
珈琲講座

その他、
自主活動・地域活動
レコードコンサート

大好評！防災講座DVD無料貸出中

はつらつ長寿推進事業では、会場での
見守りやプログラムの補助など運営のお
手伝いをしてくれるボランティアさんを
募集しています。

防災講座DVDは、地域防災を、
「標語」
・
「お
芝居」
・
「クイズ」で楽しみながら学べます。全
体で、約１６分です。現在、高齢者施設や、地域
のふれあい給食会、
ふれあい・いきいきサロン
等で活用されています。どなたでも貸し出し
していますので、ぜひご連絡ください。

身近な地域でボランティア活動をして
みませんか〜
実施会場、
時間は上記参加者
募集の会場・時間と一緒です。
興味ある方はご連絡ください。

男性企画！
懐かしの

地域のお祭りで
バルーンアートの
講師に

認知症予防に
脳トレゲーム

災害なんかに負けないゾ！

はつらつサポーター募集

東区社会福祉協議会ホームページにて、ダイジェスト版の動画を公開中！

問合せ一覧

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

TEL

