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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
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！

社協だより
2022.7

78号

誕生日カードで世代間交流

東桜小学校トワイライトスクールに参加している児童から、いきいきコール利用者へ
誕生日カードのプレゼント！！ 詳しくは、P6へ
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ひまわりサロンはじめました

善意の寄付／感想をお聞かせください
この広報誌は皆様にご協力いただいた賛助会費・赤い羽根共同募金でつくられています。
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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。本会の趣旨にご賛同いただき、
ご協力くださいますようお願いいたします。

1,000円

法人・団体 １口

5,000円

これまでに
こんな事業に
活用しています！！

令和３年度実績

会費
︵年間︶

人 １口

個

法人・団体会員 106件
個人会員 544人
（1,617,000円）
計 650件

＊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！

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

令和3年度 法人賛助会員ご紹介
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
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
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
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
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
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
合資会社 大福屋本店
株式会社 大清
宗教法人 大幸寺
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
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
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
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
むすび法律事務所
他、匿名希望2法人
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高岳福祉会館より

認知症予防教室「なないろ」の紹介
いつまでも元気脳を維持！ 脳に刺激を与える生活リズムに！

認知症予防に効果的といわれている軽い運動、回想法、工作など、毎週
変わる様々なプログラムを仲間と一緒に楽しみながら、脳活性化
（脳トレ）
を図る教室です。

認知症予防教室「なないろ」の参加者募集

参加無料

期

間 令和４年１０月〜令和５年３月の半年間

日

時 毎週
（火）
（
、水）
（
、木）
のいずれかの曜日。
１０時〜１２時

対

象 市内在住の６５歳以上の方

申込方法 ８月１２日
（金）
〜８月３１日
（水）
に当館窓口へ。

９時〜１６時３０分
（日曜祝日除く）

定

員

１クラス１
２名

高岳児童館より

こどものまち実行委員募集
高岳児童館を子どもだけのまちにしよう！
夏休みに実行委員のみんなで案を出し合って、
当日に向けて準備をしていこう♪

受付期間

７月９日(土)〜７月３０日(土)

申込方法

児童館窓口または電話で受付をします ※「こどものまち」当日は９月４日(日)を予定しています

対

象

２０名
（小学３年生〜高校生）

☆児童館では、自由に遊べるスペースもあります！他にもイベントを開催していますので、
ぜひ遊びに来てね！ ※利用方法については「高岳児童館ホームページ」でもご確認できます。

ボランティアセンターからのお知らせ

ホームページでボランティアを探そう！
ボランティア募集を掲載しているホームページをご紹介します。初めの一歩を
踏み出すために、
ぜひご活用ください！
また、ボランティアに関するご相談等がありましたら、お気軽に社協窓口に
お越しください。

東区社会福祉協議会ホームページ

ht tp://w w w. higa s hi - f u ku s hi.co m /

東区内のボランティア募集情報誌を掲載しています。情報誌は窓口にもあります。

なごやボラねっと

http://www.mimiline.jp/nagoya̲svc/index.php

市・区社協が運営するボランティア情報サイトで、名古屋市内のボランティアに関する情報がまとまっています。

みみライン

ht tp://w w w. m im ili n e.jp/

特定非営利活動法人ボラみみより情報局が管理・運営を行っており、東海地域の様々なボランティア募集情報を検索できます。
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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

矢田学区

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。

矢田学区では毎年、小学生とその親、地域の高齢者との三世代交流会を実施しています。
コロナ禍以前は、皆でバルーンアートやグランドゴルフ等を行っていました。コロナ禍となり、従来
の取り組みとは異なりますが、皆が楽しめる企画を、小学校と推進協で考えて実施しています。
今回は、やっぴーとふわわが当日の様子をご紹介！
矢田祭
イメージキャラクター

あー！やってるやってる！
みんな楽しそうだね。

やっぴ〜

ここは矢田小学校。
３年生のみんな
と推進協の皆さんがいるわね。

ふわわ
はがま

なになに？災害応急用井戸から水をくん
で、洗濯板でタオルの洗濯をしているよ。
タオル、きれいになったわね。子ども
たちもびっくりポン！
あっちでは、そろばんで計算だって！
初めての体験で興味深々ってところかな。
懐かしい曲が流れてきたわ。大正・
昭和の童謡や唱歌を聞いてクイズ
に答えているね。

矢田小学校には博物館があって、羽釜
びっちゅうぐわ

とうみ

や 備 中 鍬 、唐 箕 など、いろんな昔 の
道具があるんだって！
子どもたちが使い方を体験しながらクイズ
ラリーをして交流するって面白いね。
感 想を聞 い たら「 参 加して 楽しかっ
た」だって。友達のいいところを見つ
けた！っていう子もいたよ。
コロナ禍ということもあり保護者の
方はオンラインで参観したそうよ。

矢田学区推進協では、他にも給食会やふれあいネットワーク会議など
趣向を凝らした取り組みをしています。

次回は砂田橋学区です♥

ひまわりサロンはじめました〜♪
毎月第2木曜日に高岳げんき館でひまわり
サロンを再開しました〜
時間内どなたでも参加できるサロンです。
感染対策をしながら安全にみなさんが参加
できるよう、
試行的に開催しています。
※内容変更や中止する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ひまわりサロン
開催 毎月第2木曜日
（※8月は第１木曜日）
時間 11時〜1３時ぐらい

●パンの販売は、当面11時30分〜12時30分まで

内容 リサイクル本コーナー、
ボッチャ体験コーナー、

パンの販売

※飲食スペースは中止
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福祉学習報告

あなたも気づかないうちにあるかも？

アンコンシャスバイアスって知っていますか？
アンコンシャスバイアスとは…
「家事は女性の役割」
「女の子はスカート、男の子はズボン」
「外国人はゴミ出
しのルールが守れない」など、日々の生活のなかで気づかないうちに持った
無意識の偏見や思い込みのことをいいます。
アンコンシャスバイアスに気づき、十人十色で考えや価値観があることを理解
し、互いをもっと知って、ちがい を認め合える社会をつくっていきたい！
そんな思いから、福祉学習サポーター
（※）
や子ども応援委員会、区役所
（地域
力推進室）
とともに、話し合いを重ね、啓発グッズとしてクリアファイルを作成しま
した。
アンコンシャスバイアスの事例は多岐にわたりますが、今回は、男女平等参画・
子ども・障害・外国人関連の4つにテーマを絞り記載しました。アンコンシャスバ
イアスに対して、自身の考える行動宣言を掲載しています。
掲載例

家事をするのは女性の役割だ

⇒家のことは家族みんな
でやっています。家事は
性別関係ありません。

クリアファイルは、区内の小中学校
（福祉
教育実施校）
や各種地域団体等、区内の幅
広い年齢層に周知・配布していきます。今年
度は、
クリアファイルを活用し、
さらに理解を
深めるワークショップなどを検討していきた
いと思います！

※福祉学習サポーターとは…東区社協とともに、地域や学校向けの福祉学習の企画・実施をし、助けあいや支えあいの福祉意識を
伝えることに取り組んでいる東区在住のボランティアです。

サ ロ ン 紹 介

スマホ・パソコンサロン
スマホやパソコンを日常的に使えるようになると、
「日常生活の幅も広がるし、災害時の安否確認にも
役立つよね」
との思いから開設されたサロンです。
参加者同士で覚えたところを教え合いっこするなど、
スマホ・パソコンの使い方を通して交流しています。

わくわく折り紙サロン
折り紙を通して、楽しく脳トレしているサロンです。
難易度の高い折り紙に挑戦し、お菓子の空箱などを
活用して、作品の飾り方も楽しんでいます。
折り紙を楽しんだ後には、参加者同士で作品を見
せたり感想を伝えあったりして楽しんでいます。

どちらのサロンも矢田コミュニティセンターにて開催中です。コロナの状況を考えて、お休みすることがあります。
詳しく知りたい方は、東区社会福祉協議会にご連絡ください♥
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いきいき支援センターより

高齢者見守り支援事業のお知らせ
高齢者見守り支援事業とは

いきいきコールとは

孤立しがちな高齢者等に対して、訪問や
電話により、見守りのネットワークを構築す
る事業です。
65歳以上の一人暮らしの方、
または75歳
以上の高齢者のみ世帯の方を対象としてい
ます。

高齢者見守り支援事業の活動の一つとし
て、
「いきいきコール」
を行っています。
見守り支援が必要な方の安否確認や、孤
立感解消のために、見守りスタッフやボラン
ティアが定期的に電話をかけています。

いきいきコールの利用者に贈る誕生日カードの作成を、
東桜トワイライトスクールに通う子どもたちにお願いしました！

気持ちが伝わって
嬉しかった。

カードをもらった利用者の感想
カードをもらった利用者の感想

子どもたちが
頑張って描いて
くれた様子が
思い浮かぶ。

連

絡

先

本センター

仏壇の隣に
飾っています。
ありがとう
ございました。

名古屋市東区いきいき支援センター
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）

電話：
９３２−８２３６ FAX:９３２−９３１１
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令和4年度 収支予算額
その他

会費・寄付金

11%

1%

その他

団体等への助成金

3%

7%

補助金等

収入

法人の運営等

32%

児童館・福祉会館等運営

55%

受託金

支出

35%

56%
補助金等
受託金
会費・寄付金
その他

56,423 千円
97,084 千円
1,925 千円
19,679 千円

収入

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

175,111 千円

支出

61,656 千円
95,139 千円
12,787 千円
5,529 千円
175,111 千円

みなさまから寄せられた
「赤い羽根共同募金」
「賛助会費」
「寄付」
を活用して、事業を行っています。
ご協力、ありがとうございます。

令和4年度 事業計画（主なもの）
地域福祉活動の推進
●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

ボランティア活動の振興
●ボランティアセンターの運営
●福祉教育・福祉学習の推進
●災害ボランティアネットワークとの連携・
支援

●生活困窮者等への支援
●高岳児童館・福祉会館の運営管理
●各種団体への活動助成

その他
●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
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はつらつサポーター募集

はつらつ事業 空き情報

高齢者はつらつ長寿推進事業では、会場でのお手伝いや見守りをし
てくれるボランティアさんを募集しています。身近な地域でボランティ
ア活動を始めてみませんか！興味ある方は、一度ご連絡ください。

現在、はつらつ事
業では空きの ある
会場があり、参加者
を募集しています。

（会場や時間は下記表をご覧ください）

曜日

午前の部
（10:00〜正午）

午後の部
（13:30〜15:30）

月 曜

①山吹コミュニティセンター

②筒井コミュニティセンター

火

曜

③旭丘コミュニティセンター

④明倫コミュニティセンター

水

曜

⑤葵コミュニティセンター

⑥東白壁コミュニティセンター

金

曜

⑦矢田コミュニティセンター

⑧サンコート砂田橋 集会所

（白壁1−52−２）

募集している会場
（4月〜9月開催）

山 吹コミセン
筒 井コミセン
旭 丘コミセン
東 白 壁コミセン
矢 田コミセン

（筒井1−1４−2４）

（徳川町1303−2）

（出来町3−7−10）

（葵３−２−９）

●希望される方はご連絡
ください！
●現在、感染対策のため2
部制で開催しています。

（主税町４−４1）

（矢田南４−５−２６）

（砂田橋１−1）

（令和４年１月１日〜５月３１日受付分）

●傍島 重夫 様
●ひまわりサロン 様

●伊藤電機株式会社 様
●名古屋ヤクルト販売株式会社 様

◇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。

感 想 を お 聞 か せ くだ さ い

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。

『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。

？
ヒント

ズ
78号クイ

1

の文字を
組み合わせて
できる言葉は？

2

3

脳。頭。脳の働き。考える力。
価格・量・品質などがどれも一様であること。
4 集められた財貨・財産。経済的に価値のある資源。
5 名前を知らない人、その人とはっきりわからない人を指す言葉。
2
3

4

ミカンやレモンの総称

5

6

提供元：クロスワード.jp

送り先

タテのカギ

ヨコのカギ

水鳥・カエルなどの指の間にある薄い膜。
4 夜、船の目印になるように強い光を出して、船の安全を守る設備。
6 順に長く並んだもの。並び。
1

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、8月20日まで
に郵送または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。

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

地下鉄
1番出口

高岳

高岳郵便局

関電
ビル

地下鉄
2番出口

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

N

駐車場入口

41

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

