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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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　　　　東区ボランティア応援助成結果
P.3……令和2年度事業計画、予算報告
P.4……推進協リレー（筒井学区）
　　　　「福祉学習」コロナ禍で伝えたい思い

P.5……お家でできるボランティア／ボランティア保険
　　　　福祉会館、児童館より
P.6……賛助会員募集中！／令和元年度賛助会員紹介
P.7……いきいき支援センターより
P.8……はつらつ事業参加者募集／事務局だより
　　　　善意の寄付／感想をお聞かせください
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8 ひがし社協だより 75号

◇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。

（令和元年12月１日～令和２年12月31日受付分）

※開催方法等変更する場合があります。

感想をお聞かせください

●名古屋ヤクルト販売 株式会社 様
●一般財団法人 名古屋東法人会青年部会 様
●株式会社 せがわ住機 様
●株式会社 名古屋遺品整理サービス 様

●斉藤守弘 様
●ひまわりサロン リサイクル本コーナー 様（３件）
●匿名（7件）

送り先

東区社協のTwitterを見てみませんか？東区社協のTwitterをごらんください！
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！

会
場
・
時
間

申　込
方　法
定　員

さくらクラブ参加者募集！！高齢者はつらつ長寿推進事業

2月26日締切 ※26日必着 参加期間 令和3年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時～１７時）
各会場 20名　※定員を超える場合は抽選

　現在、コロナウィルス感染症の感染
予防対策のため、各会場2部制入れ替
えで開催しております。
　マスク着用など感染対策をしての
参加、プログラムも呼気が荒くなるよ
うな運動をしない等、従来通りの開催
ではないことをご承知おきください。

表紙ページ左上の宛先に、お名前、住所、電話番号、年齢（年代）、感想、
クイズの答えをご記入の上、郵送またはFAXでお送りください。
また、いただいた個人情報はこの企画以外の利用はいたしません。

令和3年度上半期参加の募集をします。

『ひがし社協だより』についてご意見、ご感想をください。
また、クイズに正解された中から抽選でQUOカードをプレゼントします！
ご応募お待ちしています。
抽選結果は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

区制80周年記念事業の一つとして決まった
東区の『区の木』は何でしょうか？？ 75号クイズ

午前10:00～12:00  ※2部制 午後1:30～3:30  ※2部制
月曜日 山吹コミュニティセンター 筒井コミュニティセンター
火曜日 旭丘コミュニティセンター 明倫コミュニティセンター
水曜日 葵コミュニティセンター 東白壁コミュニティセンター
金曜日 矢田コミュニティセンター サンコート砂田橋　集会所



あなたの周りにこんな方はいませんか？

東区いきいき支援センターお問合せ

いきいき支援センターより

こんな方にもし心当たりがありましたら…

地域の皆様も、見守りにご協力よろしくお願いします。

区役所・保健センター

いきいき支援センター

介護保険
サービス

サロン

地域住民

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にご相談ください！ 

最近、本人の姿を見かけない

地域との関りを拒否する

毎日、同じ服装をしている

新聞や郵便物が何日もたまっている

家の中のごみが外にあふれ出ている

デイサービス

民生委員

2 ひがし社協だより 75号 7ひがし社協だより 75号

赤い羽根共同募金 実績報告赤い羽根共同募金 実績報告

令和２年度共同募金実績額

●一般募金
7,836,014円

地域から……………………4,867,724円
企業から……………………1,400,000円
学校から………………………592,113円
職場・街頭・個人などから………771,903円

●歳末たすけあい募金
204,274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。

　★高齢者が孤立状況に陥らないよう、
      地域のネットワークを構築して見守り活動を行います。

(令和３年１月１５日現在)

『ボランティア応援助成』とは？

東区ボランティア応援助成

　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。

赤い羽根共同募金 配分金事業

赤い羽根共同募金　NAGOYA DIAMOND DOLPHINS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、東
区共同募金委員会と、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がコラボレー
ションして、オリジナルクリアファイル
を作製しました！
　社協窓口にて、寄付された
方にプレゼントしました☆

　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！
　今年度はコロナウィルス感染症拡大予防のため、公開プレゼンテーションを
行わず、書面での審査を行いました。

名　称 会の活動内容 種類 助成内容 助成額

1
名古屋ひがし
防災ボランティア
ネットワーク

東区の防災意識の啓発、
および発災時のボラン
ティアセンターの運営

備
品

防災・減災訓練、災害ボランティア
センター運営に必要なポータブル
電源の購入

50,000円

2 いくいくみしる
実行委員会

イベント「いくいくみしる・
いっしょに探検！体験！発見！」
の開催、実行委員会の運営

事
業 会場費や看板作成費等 50,000円
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令和2年度　　事業計画（主なもの）

●第4次東区地域福祉活動計画の推進
●地域支えあい事業の支援
●ふれあい・いきいきサロンの活動支援
●地域福祉推進協議会・ふれあい給食会の
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

地域福祉活動の推進
●ボランティア相談
●福祉教育の推進

ボランティア活動の促進

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。

補助金等
受託金
会費・寄付金
その他
　　　収入

51,702千円
96,437千円
2,150 千円
12,921千円
163,210 千円

法人の運営等
児童館・福祉会館等運営 
団体等への助成
その他
　　　支出

58,482千円
90,924千円
11,945千円
1,859 千円

163,210 千円

令和2年度　収支予算額
単位：千円

収入収入 支出支出

その他
8%
その他
8%

補助金等
32%
補助金等
32%

受託金
59%
受託金
59%

会費・寄付金
1%

会費・寄付金
1%

その他
1%
その他
1%

法人の運営等
36%
法人の運営等
36%

助成
7%
助成
7%

児童館・福祉会館等運営
56%

児童館・福祉会館等運営
56%

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
藤原電機産業株式会社
深田電機株式会社
株式会社　ヒメノ
丹羽コルク興業株式会社
一般財団法人　日本陶業連盟
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
株式会社　トーエネック名古屋支店
株式会社　東部金属
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
染木建設株式会社
宗教法人　善福院
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
スパゲッティハウス　ナポリ
株式会社　スドー
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
株式会社シービープラス
三栄商事株式会社
株式会社　桜すし
宗教法人　西蓮寺
小西鉄工株式会社
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
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　加藤設計
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
林友信法律事務所

他匿名希望　２法人

令和元年度　法人賛助会員ご紹介

●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

●個人会員 541人
●法人・団体会員 109件

地域福祉活動の応援団になりませんか！！

ご協力誠にありがとうございました！

個人 １口 1,000円（年間）
法人・団体 １口 5,000円（年間）

会
　
　費

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、ご協力くださいますようお願いいたします。

令
和
元
年
度
実
績

＊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
あります計 650件     （1,752,000円）

これまでに
こんな事業に
活用しました！！

令和2年度　賛助会員募集中

3ひがし社協だより 75号6 ひがし社協だより 75号

●車いす、福祉車両の無料貸出し
●寝具クリーニングの実施
●社協だより、広報なごやの点訳・音訳版の
作成、配布

その他



コロナを通して考えてみましたコロナを通して考えてみました

ボランティア活動プログラムボランティア活動プログラムおうち・ご近所でできるおうち・ご近所でできる

医療現場等で使用する手作りガウン、
抗がん剤治療の患者さんにお送りする
手編み帽子や、
毛糸の提供等。

使用済み切手、
ベルマーク、
書き損じハガキの寄付等。

おうちでできるものづくり 収集活動 不用品の寄付
衣類、
毛布、
履物等。

5ひがし社協だより 75号4 ひがし社協だより 75号

　官公署が多く集まる東区の行政の中心地である一方、徳川ゆかりの由緒ある寺院や名古屋市指定有形
民俗文化財の山車など、今も昔の面影を残す魅力いっぱいの筒井学区では、住民同士のつながりを大切
に日々福祉活動に取り組んでいます。
　“筒井おたすけ隊”では、ごみ出しや軽作業など、日常のちょっとした困りごとのお手伝いをしています。
平日は毎日コミセンで相談受付をしており、最近では、小学生の子を持つママさんである酒井さんが相談
役として新たに加わり、さらにパワーアップしました！

「新しい生活様式」が日常となっていく今、自宅や、自宅の近くでできるボランティア活動をしてみませんか？
東区社会福祉協議会ボランティアセンターまでご相談ください！

今年度も区内の小中学校を対象とした福祉学習を、感染症対策を徹底しつつ開催しま
した！例年は障がいのある方との交流や体験を行いますが、今年度は講話を中心に実施。
新型コロナウイルス感染症が拡大するなかで、障がいのある方が困ったことや感じたこ
とを伝えると、「たしかに！」「僕も思った！」と反応が多く、児童自身もコロナ禍を経験した
ことで自分のこととして考えられ、より思いを共有できるのだと思います。

●視覚障がい者にとっては、触れて感じとることが情報を把握する大
きな手段。コロナ禍だからといって例えば、手すりに触れないなどと
いったことは困難であることは知ってほしい。極力、物に触れる機会
が減るよう“声”で周囲の状況を教えてもらえると助かる。また、ソー
シャルディスタンスと言われるものの、目視で確認ができないため
十分な距離を保つことが難しい。並ぶ位置など声をかけてもらえる
と嬉しい。
●出歩くことや対面を避けるためにリモートやオンラインが活用
されるようになったが、障がい者にとって人とコミュニケーショ
ンがとりやすくなり、とてもありがたい出来事。障がい者に
とっていいことは、障がいがない方にとってもいいことだ
ということを覚えておいてほしい。

障がいがある方もない方も住みやすい地域について考えられる機会と
なるよう、来年度も福祉学習に取り組んでいきたいと思います！

推進協とは…？

酒井さん、傍島さん、河津さん

マスコットキャラクター おたちゃん

推進協リレー推進協リレー
地域福祉推進協議会（略して推進協）は、すべての住民が
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。筒井学区

今回は

♥学区推進協によるリレー方式での取組み紹介♥♥学区推進協によるリレー方式での取組み紹介♥

小中学生
向け福祉

学習

小中学生
向け福祉

学習

コロナ禍で伝えたい思い　～視覚障がい当事者の講話より～コロナ禍で伝えたい思い　～視覚障がい当事者の講話より～
高岳児童館より

ご利用方法について
児童館では現在、利用方法の

一部変更・混雑時の人数制限を
行っています。

詳しくはHPを参照または
お電話にてお問い合わせください。

●来館前の電話予約
●館内でのマスク着用、
　こまめな手洗い　など

問合せ 高岳児童館

高岳福祉会館より

福祉会館の閉館について

　当館の利用者は、新型コロナウイル
ス感染症の重症化リスクが高い高齢
者であることから、市内における新型
コロナウイルス感染症の状況をふま
え、当面の間、閉館しています。
　再開時期が決まり次第、広報なごや
などでお知らせします。

問合せ 高岳福祉会館

　そんな相談窓口が始まり６年が経ち、寄せられ
る相談や生活上の悩みが多様化してきました。ボ
ランティアだけでは解決できない場合は、関係機
関と協働し方法を考えながら活動しています。
　これからも助け合いや見守りの意識を広げ、こ
の学区に住んでいてよかったと住民の皆さんに
思ってもらえるよう、取り組んでいきたいと思い
ます！

ボランティアセンターより　

また、

へのご協力をお願いします。

例えば・・・

「ボランティア活動保険」のご案内

　http://www.aichi-fukushi.or.jp/
○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。

保険切れがないよう、早めの更新手続きをお勧めします。
令和３年度（４月１日～）分の加入手続きは３月１日から開始します。

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。

東区社会福祉協議会ボランティアセンター

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）保険期間

申込・問合せ

混雑時は、１時間程度で
交代をおねがいします。
※館内での食事は
できません。

次回は旭丘学区です♥

╳
╳
╳
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令和2年度　　事業計画（主なもの）

●第4次東区地域福祉活動計画の推進
●地域支えあい事業の支援
●ふれあい・いきいきサロンの活動支援
●地域福祉推進協議会・ふれあい給食会の
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

地域福祉活動の推進
●ボランティア相談
●福祉教育の推進

ボランティア活動の促進

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。

補助金等
受託金
会費・寄付金
その他
　　　収入

51,702千円
96,437千円
2,150 千円
12,921千円
163,210 千円

法人の運営等
児童館・福祉会館等運営 
団体等への助成
その他
　　　支出

58,482千円
90,924千円
11,945千円
1,859 千円

163,210 千円

令和2年度　収支予算額
単位：千円

収入収入 支出支出

その他
8%
その他
8%

補助金等
32%
補助金等
32%

受託金
59%
受託金
59%

会費・寄付金
1%

会費・寄付金
1%

その他
1%
その他
1%

法人の運営等
36%
法人の運営等
36%

助成
7%
助成
7%

児童館・福祉会館等運営
56%

児童館・福祉会館等運営
56%

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
藤原電機産業株式会社
深田電機株式会社
株式会社　ヒメノ
丹羽コルク興業株式会社
一般財団法人　日本陶業連盟
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
株式会社　トーエネック名古屋支店
株式会社　東部金属
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
染木建設株式会社
宗教法人　善福院
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
スパゲッティハウス　ナポリ
株式会社　スドー
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
株式会社シービープラス
三栄商事株式会社
株式会社　桜すし
宗教法人　西蓮寺
小西鉄工株式会社
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
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　加藤設計
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
林友信法律事務所

他匿名希望　２法人

令和元年度　法人賛助会員ご紹介

●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

●個人会員 541人
●法人・団体会員 109件

地域福祉活動の応援団になりませんか！！

ご協力誠にありがとうございました！

個人 １口 1,000円（年間）
法人・団体 １口 5,000円（年間）

会
　
　費

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、ご協力くださいますようお願いいたします。

令
和
元
年
度
実
績

＊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
あります計 650件     （1,752,000円）

これまでに
こんな事業に
活用しました！！

令和2年度　賛助会員募集中
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●寝具クリーニングの実施
●社協だより、広報なごやの点訳・音訳版の
作成、配布
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あなたの周りにこんな方はいませんか？

東区いきいき支援センターお問合せ

いきいき支援センターより

こんな方にもし心当たりがありましたら…

地域の皆様も、見守りにご協力よろしくお願いします。

区役所・保健センター

いきいき支援センター

介護保険
サービス

サロン

地域住民

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にご相談ください！ 

最近、本人の姿を見かけない

地域との関りを拒否する

毎日、同じ服装をしている

新聞や郵便物が何日もたまっている

家の中のごみが外にあふれ出ている

デイサービス

民生委員

2 ひがし社協だより 75号 7ひがし社協だより 75号

赤い羽根共同募金 実績報告赤い羽根共同募金 実績報告

令和２年度共同募金実績額

●一般募金
7,836,014円

地域から……………………4,867,724円
企業から……………………1,400,000円
学校から………………………592,113円
職場・街頭・個人などから………771,903円

●歳末たすけあい募金
204,274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。

　★高齢者が孤立状況に陥らないよう、
      地域のネットワークを構築して見守り活動を行います。

(令和３年１月１５日現在)

『ボランティア応援助成』とは？

東区ボランティア応援助成

　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。

赤い羽根共同募金 配分金事業

赤い羽根共同募金　NAGOYA DIAMOND DOLPHINS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、東
区共同募金委員会と、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がコラボレー
ションして、オリジナルクリアファイル
を作製しました！
　社協窓口にて、寄付された
方にプレゼントしました☆

　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！
　今年度はコロナウィルス感染症拡大予防のため、公開プレゼンテーションを
行わず、書面での審査を行いました。

名　称 会の活動内容 種類 助成内容 助成額

1
名古屋ひがし
防災ボランティア
ネットワーク

東区の防災意識の啓発、
および発災時のボラン
ティアセンターの運営

備
品

防災・減災訓練、災害ボランティア
センター運営に必要なポータブル
電源の購入

50,000円

2 いくいくみしる
実行委員会

イベント「いくいくみしる・
いっしょに探検！体験！発見！」
の開催、実行委員会の運営

事
業 会場費や看板作成費等 50,000円

令和2年度　　事業計画（主なもの）

●第4次東区地域福祉活動計画の推進
●地域支えあい事業の支援
●ふれあい・いきいきサロンの活動支援
●地域福祉推進協議会・ふれあい給食会の
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

地域福祉活動の推進
●ボランティア相談
●福祉教育の推進

ボランティア活動の促進

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。

補助金等
受託金
会費・寄付金
その他
　　　収入

51,702千円
96,437千円
2,150 千円
12,921千円
163,210 千円

法人の運営等
児童館・福祉会館等運営 
団体等への助成
その他
　　　支出

58,482千円
90,924千円
11,945千円
1,859 千円

163,210 千円

令和2年度　収支予算額
単位：千円

収入収入 支出支出

その他
8%
その他
8%

補助金等
32%
補助金等
32%

受託金
59%
受託金
59%

会費・寄付金
1%

会費・寄付金
1%

その他
1%
その他
1%

法人の運営等
36%
法人の運営等
36%

助成
7%
助成
7%

児童館・福祉会館等運営
56%

児童館・福祉会館等運営
56%

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
藤原電機産業株式会社
深田電機株式会社
株式会社　ヒメノ
丹羽コルク興業株式会社
一般財団法人　日本陶業連盟
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
株式会社　トーエネック名古屋支店
株式会社　東部金属
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
染木建設株式会社
宗教法人　善福院
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
スパゲッティハウス　ナポリ
株式会社　スドー
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
株式会社シービープラス
三栄商事株式会社
株式会社　桜すし
宗教法人　西蓮寺
小西鉄工株式会社
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
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　加藤設計
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
林友信法律事務所

他匿名希望　２法人

令和元年度　法人賛助会員ご紹介

●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

●個人会員 541人
●法人・団体会員 109件

地域福祉活動の応援団になりませんか！！

ご協力誠にありがとうございました！

個人 １口 1,000円（年間）
法人・団体 １口 5,000円（年間）

会
　
　費

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、ご協力くださいますようお願いいたします。

令
和
元
年
度
実
績

＊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
あります計 650件     （1,752,000円）

これまでに
こんな事業に
活用しました！！

令和2年度　賛助会員募集中
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●車いす、福祉車両の無料貸出し
●寝具クリーニングの実施
●社協だより、広報なごやの点訳・音訳版の
作成、配布

その他



愛知教育大学附属
名古屋小 4年
中村 友香 さん

ポスターの部書道の部 佳作

佳作

明倫小 2年
梶川 桐都 さん

明倫小 4年
中川 結晴 さん

明倫小 5年
髙橋 柑菜 さん

岡山 凜桜 さん
砂田橋小 6年

岡山 凜桜 さん

桜丘中 3年
岩田 七緒 さん

愛知教育大学附属
名古屋中 2年
水野 茉央 さん

審査員特別賞
愛知教育大学附属
名古屋小 4年
阿部 由梨愛 さん

愛知教育大学附属
名古屋中 2年
谷口 翠 さん

矢田中 1年
坂本 香織 さん

あずま中 1年
藤田 日菜子 さん

東白壁小 6年
木村 百花 さん

山吹小 6年
樋田 悠人 さん

明倫小 5年
藤澤 嶺生 さん

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72回第72回

特　賞特　賞

社協だより
75号
2021.2

社会福祉法人
名古屋市東区社会福祉協議会
〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目28番５号
高岳げんき館(東区在宅サービスセンター)内
TEL：932－8204／FAX：932－9311
E-mail:higashiVC@nagoya-shakyo.or.jp

http://www.higashi-fukushi.com

編集・発行

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。

P.1……赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール
P.2……赤い羽根共同募金実績報告／コラボグッズ作成
　　　　東区ボランティア応援助成結果
P.3……令和2年度事業計画、予算報告
P.4……推進協リレー（筒井学区）
　　　　「福祉学習」コロナ禍で伝えたい思い

P.5……お家でできるボランティア／ボランティア保険
　　　　福祉会館、児童館より
P.6……賛助会員募集中！／令和元年度賛助会員紹介
P.7……いきいき支援センターより
P.8……はつらつ事業参加者募集／事務局だより
　　　　善意の寄付／感想をお聞かせください

目次

至鶴舞
高岳 桜通泉二
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電力
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大
通
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41
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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問合せ一覧 FAX

932－9311

935－1025

711－6313

686－2525

932－8236
711－6333
931－8174

932－1718
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◇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。

（令和元年12月１日～令和２年12月31日受付分）

※開催方法等変更する場合があります。

感想をお聞かせください

●名古屋ヤクルト販売 株式会社 様
●一般財団法人 名古屋東法人会青年部会 様
●株式会社 せがわ住機 様
●株式会社 名古屋遺品整理サービス 様

●斉藤守弘 様
●ひまわりサロン リサイクル本コーナー 様（３件）
●匿名（7件）

送り先

東区社協のTwitterを見てみませんか？東区社協のTwitterをごらんください！
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！

会
場
・
時
間

申　込
方　法
定　員

さくらクラブ参加者募集！！高齢者はつらつ長寿推進事業

2月26日締切 ※26日必着 参加期間 令和3年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時～１７時）
各会場 20名　※定員を超える場合は抽選

　現在、コロナウィルス感染症の感染
予防対策のため、各会場2部制入れ替
えで開催しております。
　マスク着用など感染対策をしての
参加、プログラムも呼気が荒くなるよ
うな運動をしない等、従来通りの開催
ではないことをご承知おきください。

表紙ページ左上の宛先に、お名前、住所、電話番号、年齢（年代）、感想、
クイズの答えをご記入の上、郵送またはFAXでお送りください。
また、いただいた個人情報はこの企画以外の利用はいたしません。

令和3年度上半期参加の募集をします。

『ひがし社協だより』についてご意見、ご感想をください。
また、クイズに正解された中から抽選でQUOカードをプレゼントします！
ご応募お待ちしています。
抽選結果は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

区制80周年記念事業の一つとして決まった
東区の『区の木』は何でしょうか？？ 75号クイズ

午前10:00～12:00  ※2部制 午後1:30～3:30  ※2部制
月曜日 山吹コミュニティセンター 筒井コミュニティセンター
火曜日 旭丘コミュニティセンター 明倫コミュニティセンター
水曜日 葵コミュニティセンター 東白壁コミュニティセンター
金曜日 矢田コミュニティセンター サンコート砂田橋　集会所


