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赤い羽根共同募金に
ご協力お願いいたします。ご協力お願いいたします。

街頭募金のお手
伝いをしていた

だける方募集中



　10月 1日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉にはじまります。
　昨年度は皆さまのご協力により約９１５万円の実績を収めることができました。誠に
ありがとうございました。

　プロのデザイナーやイラストレーター、地域住
民、障害のある方、東北在住の作家などの絵を展示・
販売します。売り上げの一部を赤い羽根共同募金
と東日本大震災、熊本地震への復興支援として寄
付します。
　皆様のご来場をお待ちしております。

平成28年度

　皆さまからお寄せいただきました募金は愛知県共同募金会で
まとめられたのち、約８割は昭和区社会福祉協議会へ配分され、
残りの約２割は愛知県全体の地域福祉活動へ活用されます。

第10回 赤い羽根チャリティ展覧会第10回 赤い羽根チャリティ展覧会

　昭和区社会福祉協議会への配分金は、昭和区内の子ども会・
老人クラブ・女性会・障がい者団体など地域の団体が行う事業
や、高齢者ふれあい給食会や子育て支援事業など昭和区内の地
域福祉活動に役立てられます。
　詳しい使い道は赤い羽根データベース「はねっと」で公開し
ています。(http://www.aichi-akaihane.or.jp/hanett/)

が始まります！が始まります！

9,193,000

　昭和区のとある公園にこのような石碑
が建っています。
　どこに何を記念して建てられたものか、
ご存知ですか？

321,530円
27

187,840円

10月1日（土）～12月24日（土）
午前9時～午後5時（最終日は午後3時まで）＜日曜・祝日は閉場＞
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平成28年 11月21日（月）・22日（火）の両日は

です !!です !!

作品展示

お問い合わせ

演芸発表

白金児童館 からのお知らせ白金児童館 からのお知らせ

子ども用品　チャリティーバザー子ども用品　チャリティーバザー

 お問い合わせ
 会　　場
 日　　時 12月11日（日）11時～14時　

白金児童館　体育室　昭和区白金一丁目20-24
☎881-3020

 お問い合わせ
☎884-5513

受入期間
 受 入 先

11月25日（金）～12月４日（日）
昭和区社会福祉協議会（日曜日はお休み）・白金児童館（月曜日はお休み）

例えばこんなもの…ベビー用品・ベビー＆子ども服（洗濯をして持参くださるようお願いします）・おもちゃ
（ぬいぐるみはご遠慮ください）・児童書・タオル（新品のみ）

主催／昭和区社会福祉協議会・白金児童館

ご家庭にあるご不要になった子ども用品をお持ちください

白金児童館では、歳末助け合い募金の一環として、
子ども用品のバザーをします。

チャリティーバザー

昭和区西部いきいき支援センター からのお知らせ昭和区西部いきいき支援センター からのお知らせ

きてね！

介護の日フェアー介護の日フェアー
認知症の知識・介護方法・介
護保険などを学んでいきます。
(全５回 )
・10/19 ・11/16 ・12/21・1/18
・2/15（13：30～15：30）

認知症家族教室認知症家族教室
介護者同士の交流により、介
護負担の軽減を図ります。
・10/12・11/9・12/14・1/11
・2/8・3/8（13：30～15：30）

認知症家族サロン認知症家族サロン

もの忘れ相談医に、個別で認
知症に関する相談ができます
（1回30分程度）。
・10/12・11/9・12/14・1/11
・2/8・3/8　（13：30～15：00）

医師の専門相談医師の専門相談
地域住民のみなさんに認知症
を正しく理解していただく為
に、出張講座を行います。

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

昭和区介護フェスタ2016
日　時　平成28年11月11日（金）
　　　　午前１０時～午後3時１５分
場　所　イオン八事店
　　　　４階GGフロア イベントスペース
主　催　昭和区地域包括ケア推進会議
　　　　認知症専門部会
尊厳と共感を持って認知症の方とかかわる「バ
リデーション療法」などの講演や、楽しく分か
りやすい寸劇を交えた「はいかい高齢者おかえ
り支援事業模擬訓練」を行います。また、脳
年齢チェックや成年後見相談など様々なブース
も出展予定です。全て参加費無料ですので、
皆様お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。



平成28年度 事業計画 ならびに 平成27年度 収支報告平成28年度 事業計画 ならびに 平成27年度 収支報告

　昭和区社会福祉協議会は、地域の皆さまの様々な課題に対応し一人ひとりの地域生活が
より豊かなものになるよう次のような取組をしています
　昭和区社会福祉協議会は、地域の皆さまの様々な課題に対応し一人ひとりの地域生活が
より豊かなものになるよう次のような取組をしています

平成28年度 事業計画平成28年度 事業計画

第３次地域福祉活動計画事業の実施第３次地域福祉活動計画事業の実施地域福祉活動の推進
「誰もが誰かの力になれる」地域づくり

地域福祉活動の推進
「誰もが誰かの力になれる」地域づくり

■たまり場交流会の実施、
　たまり場通信の発行
■ふくし講座の開催
■防災イベントの実施
■子育てカレンダーの作成

■災害ボランティアネットワーク昭和と協働し、
　防災啓発活動を実施
■災害ボランティアセンター開設・運営 訓練の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

白金・滝川・松栄
川原・御器所学区で
相談窓口を
開設しています

たまり場交流会
実施しました

今年も９月16日に
名工大で実施しました

■レクリエーション活動や体操を通して介護予防や
　仲間づくりなどを目的として実施

■ボランティア活動の活性化及び
　ボランティアセンターの運営
■昭和区ボランティア連絡協議会の支援
　http://shouwakuboraren.web.fc2.com/
■在宅ボランティアグループ活動助成

■子育て＆子育ちにこにこサロンの開催
■子育てサロンチューリップの会の支援

クリスマス会
日　時／12月6日（火）10:15～
会　場／昭和区社会福祉協議会

はつらつ出張講座
日　時／12月14日（水）10:30～　会　場／西福寺にて
内　容／未定
申込み／昭和区社会福祉協議会　TEL.(052)884-5511

ボランティアしたい
方と必要とされてい
る方をつなぎます

65歳以上で会場まで
自分で来られる方

あそびの広場を
　　　　開催しました

親子非常食
パーティの様子



平成27年度 収支報告平成27年度 収支報告
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　ゆきみサロンは平成１２年7月から始まった社会福祉協議会の高齢者
支援生きがい通所事業（はつらつクラブの前身）からはずれた高齢者の
たまり場としてスタートしました。
　現在はボランティアの林　鐘一さん、佐藤ヒサ子さん、二村美津子さ
んの３名に支えられて毎月第2、第4木曜日の午後吹上公民館で活動し
ています。健康体操、笑ヨガあり、ゲーム、工作、茶話会ありで皆さん
楽しく参加されています。
　今までちらしを作ったこともないそうですが、どこかでうわさを聞いた
人やはつらつクラブの抽選で外れた方々が参加されているとのことです。
　中でも林さんは区政協力委員をされた後、区役所や保健所から頼ま
れて数々の地域ボランティアを引き受けてこられました。８７歳となられ

　昭和家族会は保健所の「家族の集い」をきっかけに、平成１２年に発足しました。精神障害者
の回復、社会復帰の促進、会員相互の親睦を活動の目的とし、毎月１回社会福祉協議会で定例会
を開催しています。定例会ではお互いの悩みを聞き、励ましあう他、当事者との向き合い方、障
がいそのものの特性など学習会も並行して行い、会員同士の共通理解を深めています。代表の吉
戸さんは「会の運営は大変ですが、会員の方々がそれぞれの仕事を分担して手伝ってくれるので
やっていけます」と話されています。これからも「支えあい、分ちあい、学びあい」をモットー
にみんなで気持ち、知識を高めあっていきたいとのことです。

事務局（吉戸）TEL・FAX 052（853）1646
昭和保健所（精神福祉相談員）TEL 052（735）3962
　　顧問：香月　富士日（名古屋市立大学看護学部教授）
当家族会は昭和保健所と協力して活動を行っています。

ゆきみサロン　平成２０年１月発足！ゆきみサロン　平成２０年１月発足！

精神障害者の家族の会「昭和家族会」精神障害者の家族の会「昭和家族会」

昭和家族会へのおさそい昭和家族会へのおさそい

ひとりで悩まないでお電話くださいひとりで悩まないでお電話ください

二村さん、林さん、佐藤さん

楽しく絵手紙作り

た今もトワイライトの卓球クラブや健康体操のボランティアをはじめ、昭和区社会福祉協議会のはつらつ
クラブや子育てサロンでも活躍されており地域でなくてはならないお一人です。

林　鐘一　TEL. ７３１ー５６０１　（参加費 １回300円）



ボランティア保険加入のご案内ボランティア保険加入のご案内

脳の特性

のはなし
吉田 優英（ディスレクシア協会名古屋代表）

万一の事故に備えて、
ご加入をお勧めします。

こんな子、いませんか？こんな子、いませんか？
　小学校へ「支援員※」としてサポートに入っていますが、こんな子どもたちが目につきます。授業中に
立ち歩く、先生の質問が終らないうち勝手に喋り出す、黒板を写すのに時間が掛かり途中で書くことを
諦めてしまう、先生の話を聞いていなくて指示通りに動けない。そんな『困った子たち』は、昔からど
この教室にも2～3人はいました。しかし、近年、脳科学の研究が進み、「一斉授業のような大勢の中で
は集中して人の話が聞けない」や「みんなと同じ筋道では考えられない」といった『脳の特性』をもって

いることがわかってきました。一見、やる気がなく怠けているように見えますが、実は、「や
りたくてもやれない！」困っているのは子どもたち自身だったんです。しかし、みんなと
同じことはできなくても、この子どもたちだけの「素晴らしい特性」をもっています。次
回もこの子どもたちに焦点を当ててお話をします。
※支援員：名古屋市では「発達障がい対応支援員」が正式名称です。通常学級にいる様々なタイプの

お子さんたちを含め、クラス全体を支援する仕事です。

　鶴舞公園は今やポケモンＧoの愛好者が注目する場となっていますが、こ
の公園は、民衆運動のメッカとしての顔をもち明治42年の開園以来、市民
が集い来て、連帯を確かめ合う「新しい市民」の誕生の地でした。大正デ
モクラシーの波にのって、名古屋で初の「メーデー」開催の地にもなりました。
　写真は、公園内の林の中に建つ「いしずえの碑」。その紹介文によると、

鶴舞公園の中にある「いしずえの碑」

自由と平和と幸せを求め、社会運動の先覚者となった人たちの霊を慰めその業績を偲ぶために、愛
知県社会運動家顕彰委員会（1964年7月7日 )が鶴舞中央図書館の北に建てたとあります。
　戦後、話題になった名古屋の婦人たちの運動のことも”昭和２０（１９４５）市内の「婦人達」が集まっ
て鶴舞公園で、食料難が続くこの時節、「主食三合増配運動」大会を開き、全国に訴えた”新聞報
道されました。 詳しくは昭和区社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

種　類
対象者

加入申込者

掛金

補償期間

　　　ボランティア活動保険
年間を通して活動する方
ボランティア個人、グループ、
特定非営利活動法人（NPO法人）
Aプラン　250円
Bプラン　300円
Cプラン　350円
※天災対応の天災プラン
（＋80円～130円）あり

加入翌日から年度末（３月３１日まで）

　　　ボランティア行事用保険
数日間の行事に参加する方

行事の主催者である団体、グループ等

日帰行事（１行事２０名以上から）
行事内容により２区分
　A型　１日１名につき３０円
　B型　１日１名につき１２３円
宿泊行事
　１泊２日　１名２４３円～
行事開催期間

申込窓口　昭和区社会福祉協議会
　　　　　印鑑をご持参ください。
保険内容の詳細は愛知県社会福祉協議会の
ホームページをご覧ください。
http://aichivc.jp/hoken.html

お手伝いしていただける方募集中
高齢者デイサービスや個人宅などで囲碁・将棋・麻雀のお相手を
してくださるボランティアさんを募集しています。興味のある方は、
昭和区社会福祉協議会（８８４ー５５１１）までご連絡ください。

　ゆきみサロンは平成１２年7月から始まった社会福祉協議会の高齢者
支援生きがい通所事業（はつらつクラブの前身）からはずれた高齢者の
たまり場としてスタートしました。
　現在はボランティアの林　鐘一さん、佐藤ヒサ子さん、二村美津子さ
んの３名に支えられて毎月第2、第4木曜日の午後吹上公民館で活動し
ています。健康体操、笑ヨガあり、ゲーム、工作、茶話会ありで皆さん
楽しく参加されています。
　今までちらしを作ったこともないそうですが、どこかでうわさを聞いた
人やはつらつクラブの抽選で外れた方々が参加されているとのことです。
　中でも林さんは区政協力委員をされた後、区役所や保健所から頼ま
れて数々の地域ボランティアを引き受けてこられました。８７歳となられ

　昭和家族会は保健所の「家族の集い」をきっかけに、平成１２年に発足しました。精神障害者
の回復、社会復帰の促進、会員相互の親睦を活動の目的とし、毎月１回社会福祉協議会で定例会
を開催しています。定例会ではお互いの悩みを聞き、励ましあう他、当事者との向き合い方、障
がいそのものの特性など学習会も並行して行い、会員同士の共通理解を深めています。代表の吉
戸さんは「会の運営は大変ですが、会員の方々がそれぞれの仕事を分担して手伝ってくれるので
やっていけます」と話されています。これからも「支えあい、分ちあい、学びあい」をモットー
にみんなで気持ち、知識を高めあっていきたいとのことです。

事務局（吉戸）TEL・FAX 052（853）1646
昭和保健所（精神福祉相談員）TEL 052（735）3962
　　顧問：香月　富士日（名古屋市立大学看護学部教授）
当家族会は昭和保健所と協力して活動を行っています。

ゆきみサロン　平成２０年１月発足！ゆきみサロン　平成２０年１月発足！

精神障害者の家族の会「昭和家族会」精神障害者の家族の会「昭和家族会」

昭和家族会へのおさそい昭和家族会へのおさそい

ひとりで悩まないでお電話くださいひとりで悩まないでお電話ください

二村さん、林さん、佐藤さん

楽しく絵手紙作り

た今もトワイライトの卓球クラブや健康体操のボランティアをはじめ、昭和区社会福祉協議会のはつらつ
クラブや子育てサロンでも活躍されており地域でなくてはならないお一人です。

林　鐘一　TEL. ７３１ー５６０１　（参加費 １回300円）



日　時 １１月１３日（日）
　　　　午前１０時～午後１時３０分
場　所  サポートセンターbeing吹上
　　　　（昭和区吹上町１－３５－７）
内　容  日用品バザー・模擬店・
　　　  アトラクション（バルーンアート）
　　　  ビンゴ大会等
主　催  吹上まつり実行委員会
問合先  サポートセンターbeing吹上
　　　　TEL.７４１－１４１９
　イベントのお手伝いをしていただ
　ける方を募集中です。
　ご連絡おまちしています。

正解の方の中から抽選で３名の方に図書券を差し上げます
ハガキかＦＡＸでクイズの答え、住所、氏名、電話番号、今月号でた
めになった記事をご記入の上、下記の昭和区社会福祉協議会までお
送りください。
締め切りは2016年11月30日必着。当選者の発表は商品の発送をもっ
てかえさせていただきます。

■ こころんで知り　参加し自分を楽しく　S・C

■ 赤い羽根の季節になると年末ですね…
　 一年が早かったです。　　　　　  　　　Y・T

■ 赤い羽根共同募金に、区民皆様の福祉の種が
　 集まりますように！　　　　　     　　　 M・H

第２７回吹上まつり第２７回吹上まつり

鯱城学園 入学生募集！鯱城学園 入学生募集！
～新たな発見や出会いがあなたを待っています～

「学び、仲間づくり、社会参加」の場である鯱城学
園では、平成２９年４月入学生を募集します！
詳細は、区役所・支所、区社会福祉協議会、生涯
学習センター、図書館などで配布される入学案内を
ご覧ください。（平成28年11月下旬配布予定）
対　　象　名古屋市に在住する、６０歳以上の方
募集期間　平成２８年１２月１日（木）
 　　　　　　  ～平成２９年１月３１日（火）
問 合 先　名古屋市鯱城学園
　　　　　電話０５２－２２２－７５２１

３１号の答えは　かめ９ひき、つる１１ひきでした。

Q.このようなマークが車についているのを、
見かけられたことはありますか？何を示す
ためにつけられたマークでしょうか？

発行：2016年（平成28年）10月


