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ɰោἨἠὀẩ ᾟ̵ᾤᾞ̵ὼὣἥἕἰἱἠἜἿ
బؤቅϜባቊ֠ᠪϜἸἛٟἕװὠἬͣἦἕẪ

ቅϜባቊ֠ᠪϜἴἷἻἼƘ
ɰቅϜባቊ֠ᠪϜὀẩ ὓἝࠡোἨἷౢἪἤἹἿἸ
బؤἿἰὒẩ ϭἿὐἻἦὤἹ͜ᏭἼባቊໄՠὣ
ផᄏἨẩ ἨἷἕἠۄϰἸἪẪ ἤἿοẩ ࠓׯἼ
ὓቅϜባቊ֠ᠪϜἝἓὛἪẪ

̭̭ͅͅυϋ
にこにこサロンは「ママたちがほっとできる場所」
「親子で楽しめる場所」
「地域のたまり場」
です。普段はプログラムはありませんが、夏と冬にイベントを開催します。
ᫌѲ ዶổậỗ࿆Ώ֙ԪṛṚషṛṟԋǗ֙ԪṛṜష
ܣΏ బࠞؤό̵ᾗώᾷᾃ̵ỖợᇿЯ࠱
ࡠΏᡈ ಗࡹࠓұἹЩᠮᒊ
Չᡯ ௭

ַ̾͐Ȋ̞̞̽͋Ȋ
̤̹͈̱͙ٛ
बષỖỜभṠಆṜṛế࿆Ề
ЩᓈݜἿἛἦὤἹὍź

გߊ̤̻͜͝ρͼήρςȜȁȶεΛεȷ
おもちゃ図書館とは、地域の子どもたち
（障がいをもった子も、
もたない子も）
が、おもちゃで
自由に遊べる場です。小さい子どもたちのための、楽しいおもちゃがいっぱい！
気に入ったおもちゃを一人２点まで借りて、
家で遊べます。(無料)
ᫌష ๎ಆዶỗۚΏ֙ԪổỔషǗ֙ỗషἸ
ܣΏ బࠞؤό̵ᾗώᾷᾃ̵ΏỖᬛΏᇿЯ࠱
ếబؤቅϜባቊ֠ᠪϜỀ

ἛϞἕἨἷἠἱἦᾠᾭᾷᾊὧὦἦὤὓէᬹͳź
ٟװἬҪẮబؤቅϜባቊ֠ᠪϜɰ᭐ែṢṢṞṗṟṟṛṛ

ὦᾷᾕᾷᾢᾷ
ἼἤἼἤὼᾧᾷὴᾯᾕ̵έ

ợἌἄźỡἉἌἄἊ

ỗẁṫẃ ὼᾧᾷᾛἺᾇᾌ

გߊდޗȁݭ༎ȁ४ح৪༡ਬȊ
დ̞̞ͬ̈́ͧͧ́ͭڠηνΣΉȝΏοϋ༹༷̹̞ͬͤȃ
耳の不自由な方と手話でおしゃべりしたい。そんな方々
のために手話教室を開催します。
Ώష बષṜṢभṡಆṛṣế࿆ỀǗṣಆṜṚế࿆ỀҹṛṚۂί̵ώ
֙ṠషṞṟԋǗ֙ṢషṞṚԋ
ܣΏ ࢈כइ᱔ᵨᒊࡹංூ୯ᾷᾃ̵ếিڢᰙসฦổԋỀ
ࡠΏᡈ ԕኆॄἿែὣࠓὄἰἕ
ࠪΏ ـṝṚ Չᡯ ᾊάώᾌᡯὑΏṝṖṚṚṚӉ
ᏵԌ ṡṙṛṟṒ᧼ṓᏵԌ
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߅ࠇ ߩ߅߿ߓႶෳട⠪㓸
ѲẮబؤᾠᾭᾷᾊὧὦۄϰᎿ֠ᠪϜ

昨年も好評だったおやじ塾。今年は定番の郷土史や料理教室のほかに、
イマドキの子どもと一緒に工作
体験やストーンペイント体験講座などを開催します。
これからはジモトでおやじ仲間をつくりませんか？

ࡠᡈ ӈϭậիἿᄌ৮

Չᡯ టឞἿἻἕὓἿὀ௭ế͜ᦼಇ௭Ề

ȶ̤͈̤̲ͦ͞ੂȷίυΈρθ֚။
ష

ӈ࠻

ࠪـ

ܣ

ịబؤἿᦿۚק᠏ཨϜỌ
᠏ɰओẮҼΖậತͳสקᇿካϜ
ớಆỖỘếỀ ɰɰɰ Ϝ᫅ ්Μ ௐຖ๛
ṛṚṤṚṚǗṛṛṤṝṚ ɩҽཨԪἼᥬ࠹ەậᗰ៓࠹ ᴈᑳάەᥬ๛Ἴ
ɰὙᗰ៓ϜὣᜊἕἪẪ

ộỔα బؤቅϜባቊ֠ᠪϜ
Ỗᬛ ᇿЯ࠱

ịࠄἺὓἹΦϜỌ
ỜಆỖế࿆Ề ᆆ᧼ұዙἼᬹࠄἺὓếࠕỀἹӀ״
ṛṝṤṝṚǗṛṟṤṚṚ ϷංἸᾦᾒἶἠὛẪোἿΦϰᰱ

ᆆ᧼ұዙ
ỖỔα ᆆ᧼ổ͝ᆵỖỔƆỖỘ
☎ṢṢṛṗṝṚṜṚ

ịἛὕἩἿ௭ႵſកᇖϜỌ
ỜಆỖớếۚỀ ᠏ɰओẮጢႵᯮ ݜ႗ᓼ టࠄ๛
ṛṛṤṝṚǗṛṞṤṚṚ ՉᡯẮộỔỔӉ

ỖỔα బؤቅϜባቊ֠ᠪϜ
Ỗᬛ ᇿЯ࠱

ᇺἹὍźǗώᾌ̵ᾷὦ̵ᾌǗ
ờಆỖờếಖỀ ͪᄖἼὃἹἵἿἓἻἰἱἢἿ࠭၈ϷὝἪὙẪ
ṛṝṤṝṚǗṛṟṤṝṚ ᠏ɰओẮὦᾌᾮὬ ᾙᾭὨᾷὴậώᾃ̵
ɰɰɰ χ Λ࣒֔ ᾝᾊὧ๛
ՉᡯẮộỔỔӉ

ỗỔα బؤቅϜባቊ֠ᠪϜ
Ỗᬛ ᇿЯ࠱

ịἛὕἩἝᒈἙιᠮỌ
ổỔಆộếỀ ιᠮậ៍ᇴᅍὣԋἜὛὕἪἠ᠏ཨἹ࡞ԿἸɰɰɰɰɰɰɰɰɰ
ỗỔα బؤቅϜባቊ֠ᠪϜ
ṛṝṤṝṚǗṛṟṤṚṚ ᠏ɰओẮιᠮூ୯ࡣ᫆ـậ៍ᇴᅍιᠮଣᒊ
Ỗᬛ ᇿЯ࠱
ɰɰɰ ᆌಙ ఞࡲ๛

ॷ੩֥ٛ༡ਬ
̜̹̈́͜ȶგߊ͈ছڰ൲͈؊׳౬ȷ͈֥֚ͅȊ
昭和区社会福祉協議会は、
「誰もが安心して暮らせる福祉のまち昭和区」を
進めるための資金面での支援をして下さる賛助会員を募集しています。

●ٛڣ

◆଼ˎ˓ාഽୡ

ࡢ૽֥ٛġ
ˍ࢛ȁĲĭııı
༹૽Ȇ౬ఘ֥ٛġ ˍ࢛ȁĲıĭııı

ࡢ૽֥ٛġ
ĲĭĲĴĸ
༹૽Ȇ౬ఘ֥ٛġ Ĳĳĸ

Ĵĭķĸĵĭııı

̤૭̱ࣺ͙ġȆġ̤࿚̵̞ࣣ͉ͩ

გߊ২ٛছ݈ފٛ́͘
ഩდġĹĹĵĮĶĶĲĲȁŇłřġĹĹĴĮĳĳĴĲ


౷̢֖̜̞মު

ȁഩ͈ͤ৾ݩఢ̢͞Όη͈เ̈́̓Ȃˍ૽͉́చ؊̦ඳ̱̞̻͡
̱̹̮̦̜̱̹̽͂ࣾͤ͂ͤͣ͘Ȃೄ୪ௗ࢛̤̹̞̱͒ק
̺̩̥Ȃັশۼඤͅഩდ̮̩̺̯̞̀ͅȃ

ߊڠௗ࢛̞̫́ͧͭ̈́ͬັ̫̞̳̀͘Ȋ
昭和区では、学区社会福祉協議会が主体となり学区のコミュニティセンターに相談窓口を設
置しています。窓口に寄せられた相談や困りごとを地域のボランティアで解決する、
「地域支え
あい事業」を、
滝川・川原・松栄・御器所・白金学区で実施しています。
地域支えあい事業を実施していない学区の方で何かお困りごとがあれば昭和区社会福祉協
議会までご相談ください。

ࡔߊڠௗ࢛
דρ
דρష
ܣɰ
ϭɰ
ᎿҪ

Ὠᾭώᾌƈ;ͪ ᡳࠄἦὤếబؤỀ

ฒ߄ߊڠௗ࢛
דρ
דρష
ܣɰ
ϭɰ
ᎿҪ

๎ᥲ࿆ậಖǥቑὣᬇἠ
֙ԪờషἜổỖష
ᆆ᧼ίᾣᾩᾏᾊὧᾷᾃ̵
ᆆ᧼ổṗỖỔṗổỜ
ṚṣṚṗṠṠṡṟṗṟṣṛṢ

გߊਫ਼
გ༗࠲ਫ਼
გકཡ

გߊ২ٛছ݈ފٛ
გߊٚࢌ༗ࡏমྩਫ਼
ୌ໐̧̧̞̞׳ΓϋΗȜ

ࡔηνΣΞͻΓϋΗȜ

శߊڠௗ࢛

ୌ໐̧̧̞̞
׳ΓϋΗȜ
ࢄܕਫ਼ओത
ത

శηνΣΞͻΓϋΗȜ

ࢄܕਫ਼ηνΣΞͻΓ
ΓϋΗȜ

ฒ߄ൺ܁

ฒ߄ηνΣΞͻΓϋΗȜ

໐̧̧̞̞׳ΓϋΗȜ
สমছٛ܁

ࢄܕਫ਼ߊڠௗ࢛

ઐו
וηνΣΞͻΓϋΗȜ

דρậషדρ ǥቑὣᬇἠ
๎ᥲ࿆Ώ֙ổషἜỘష
๎ᥲ᧼Ώ֙ԪờషἜổỖషἸ
ܣɰ িڢίᾣᾩᾏᾊὧᾷᾃ̵
ϭɰ ᎔ധᄎỖṗổộṗỖ
ᎿҪ ṚṢṚṗṣṛṛṟṗṝṝṟṚ

๎ᥲ࿆ậಖǥቑὣᬇἠ
֙ԪờషἜổỖష
ֻࣴίᾣᾩᾏᾊὧᾷᾃ̵
࢘ᄎổṗộỖṗỖ
ṚṢṚṗṞṢṞṚṗṚṠṝṟ

דρậషדρ
๎ᥲΏ֙ổషἜỘష
๎ᥲಖΏ֙ԪờషἜổỖష
ܣɰ བྷࣴίᾣᾩᾏᾊὧᾷᾃ̵
ϭɰ ࣴ࢘ᄎỘỚṗỘ
ᎿҪ ṚṣṚṗṠṠṡṟṗṠṚṡṛ

ઐߊڠוௗ࢛
דρ
דρష
ܣɰ
ϭɰ
ᎿҪ

๎ᥲậ᧼
֙ổషἜỘష
ೂίᾣᾩᾏᾊὧᾷᾃ̵
ᗋەᄎổṗổỖ
ṚṣṚṗṠṠṡṟṗṠṚṛṜ

გߊඤ͈̮͂ͅߊࢷڠȶɛɛߊڠ২ٛছ݈ފٛȷ̦ழ̯̞̳ͦ̀͘ȃ
学区社会福祉協議会では、少子高齢化や単身世帯の増加など、今までの制度では対応しき
れない福祉のニーズが増加していく中、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」をめざし、
住民主体による様々な活動を行っています。

ǗΏЇἙὁǡΏἤὤἻΖංὣᜊἴἷἕἪẪǗ

̷͈͌͂ͥͬྵ̦ۼȊࡥ͈ߓز̱̞̳̥ͬ̀͘ȉ
地震が起きた時に、
ご自身の身を守るためには、家具の転倒防止の対策をするなど、日ごろ
の取り組みが大切です。
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ӈɰ࠻
ɰɰɰ
ɰɰɰ
ɰɰɰ

ࡌ࠱Ἴἓ࠹Ӄṝ࿙ἸếṳࠉậṶࠉ᧼ӃἸࠪۊἸὓἿỀ
ǥ࠹࢈Ἷၛ੪ἼὙἴἷࣸἸἻἕװܣἝἓὛἪ
ǥμݎẩ࠹᭐ᝉعὀࡠᡈݰ
ǥᬹװϭࠞὀጢႵᒊἿឦפἝৌᝯἸἪ

ᡯɰᄄ ௭


ἼὃἹὛౢἨ᱔ᵨᒊὣࡠᡈἼϜᯟϜዾὣ
ᜊἴἷἕἪẪ

Ὕἓἕἕἕόᾱᾷ

ίᾣᾷἻἺᣯ᥅ἻܣἸᤆἼ
ඌἨἠὝἓἕὣὒΦἪໄՠἸἪẪ

ǥࠓׯቅ֠ἥἹἼגὛᎲὐΖංὀᄫἻὛἪẪ

◆

昭和区社会福祉協議会では、家具転倒防止の取り組みをすすめるため、
ボランティアによる
固定金具の取付けを行います。
ࡠɰᡈ బؤἼἛϭἕἿṠṟษω͢ὃἹὛౢἨ᱔ᵨᒊἻἺɰṜṚώἸ
Ἰ
Ἰ
ɰɰɰ ោἨἠὀబؤቅϜባቊ֠ᠪϜἸἛٟἕװὠἬͣἦἕẪ

ὝἓἕᏂᯟό̵ᾗώ

̞̳̥̽̀͘ȉ
ɜ
ɜɜɜɜɜɜɜ
昭和区の松栄学区にはにこんなモザイク画が4ヵ所
ありますが、
馬が何を運んでいるかご存知ですか？

őįĸἼឍៜἓὛἪẪ
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ɧ ɧ ɧ

ἥἮᮣឧὴᾯ̵ᾛ

ɧ ɧ ɧ

Ἴᬣ࠶ἿἓἿἰὒἼẩໄࠉἸ౼
ἜὝἷἕ౼ፑὕᭀ៌ẩ௹ᒢἻἺἿӈ࠻ὣ
ẽᮣݠẾἼἨἷϞἙໄՠὣἨἷἕἪẪ
Ἴ๎ಆᆃᜊἦὝịहܢἻἥὕబؤြỌ
ᒊὉᦾᥘἨἷἕἪẪ
ὣỠỡἼᩲᮣἨऋಐᒊὉᦾᥘἨἷἕἪẪ

ɧ ɧ ɧ

࿙ឧὦὨậ

ɧ ɧ ɧ

ࠪ ᮣ Ἱᥫἦ
ɰࠪ͜Ἷᮣ᧺ἹᥫἦἸẩᒢגὛὕἪἕ
ị៝ὐỌὣὐὤἻἸোἝἢἷἕἪẪ

ɰࠉὣ࿙ࠉἼᒄឧἪໄՠὣἨἷἕ
ἪẪὴᾯ̵ᾛὣឥዉἨἰকԕὀἲἿ
࿙ឧἸἨἰἝẩႲὀ࿙ឧᾁᾙᾌὣЂἕᾕ
ᾁίᾷἸἿϷංἝͳোἸἪẪ๎ۂṛṚԪ
Ἷᾥᾷᾔ̵ἝᬹὛẩ֫ԟẩៗࠉᓫࠉἿ
ᾅὫᾇέẩᝉಙἻἺনԸԋἨἷϷංὣ
ᜊἴἷἕἪẪहܢἻἥὕబؤြὕቅ
ὤἾἴἹẩషΖἿ៝ὐ၈Ἳ
֠हܢἤἤὤἾἴἹẩషΖἿ៝ὐ၈Ἳ
ᆋἼᦾᥘἨἷἕἪẪషἼ
Ἲὣ࿙ឧἨࠪಓᆋἼᦾᥘἨἷἕἪẪషἼ
ὀịᾕᾁίᾷἿג
Ὓἕៜట౼Ọ
ἻἺлαἜἿ
ἥᝯಐἼὓἛ
ἙἨἷἕἪẪ

ໄՠẮಆಘἿಆ
ɰɰɰ ֙Ԫ װἬ ֙ ᩲᮣ
ܣɰẮబؤቅϜባቊ֠ᠪϜ ᩲᮣ࠱

ໄՠẮಆỗ ۂ ֙
ܣɰẮబؤቅϜባቊ֠ᠪϜ
ɰɰɰ ࿙ឧ࠱ẩᾠᾭᾷᾊὧὦᾯ̵ᾤ
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ᆆ᧼ұዙɰἨἜἾɪᾎὨᾌ
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ᴈᕅ֡ṴṭṾ
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ᾚᾷὨᾰᾚᾷ
ɧ

಼ᭌෘ಼
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ɧ
ᆆ᧼

˟̨̒ḏ̪̞˧
ɰ ɧ



ƣ
ƫ
ͳ
ݾ
ಙ
Ᏹ

࢈כइᆆ᧼ұዙ
࢈כइబؤᆆ᧼͜͝ᆵṜṚṗṜṞ
᭐ែṚṟṜṗṢṢṛṗṝṚṜṚ

ᔮᴈᕅҽە

ݸΜෘ

ᔮ᧼࢘
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白金児童館には、中学生・高校生の皆さんだ
けが、児童館を利用できる時間帯があります。
バスケットや卓球、おしゃべり、学校の宿題、学
園祭や体育祭など学校行事の練習など好き
なことをして過ごすことができますので、気軽
に児童館に来てくださいね。
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皆様から
「ジェネリックは効きますか？」
というご質問を頂きます。安心して下さい。日本では全
ての医療用医薬品は厳しい基準が課せられています。その上にジェネリックは先発薬品と同等性
試験に適合しているというデータが無いと認可されません。先発薬品が発売されて約１０年後に
発売されるジェネリックはその間進歩した製剤技術を使うことができますので、
服用しやすいよう
に、
溶けやすい錠剤や適当な剤形、
大きさ、
味や香りに工夫したお薬が発売されています。
皆様方のご負担額を、高血圧に使用頻度が高い「アムロジピン5mg」を３０日分処方された
例で示します。
ΏΏҪΏᆃΏعɰɰṛṖṞṠṛӉɰɰɰɰɰɰếᾀᾮ̵ԱậᾙὧᾯᾤԱὀἨỀ
ΏΏᆃعổΏɰΏΏΏṣṢṞӉɰࣽᯄṞṡṡӉếᾀᾮ̵ԱỀ
ΏΏᆃعỖΏɰΏΏṡṢṠӉɰࣽᯄṠṡṟӉếᾙὧᾯᾤԱὣὑỀ
ΏΏᆃعỗΏɰΏΏṠṚṚӉɰࣽᯄṢṠṛӉ
差額の自己負担割合に応じて差額の１割又は３割が負担減となるほか、
医療費の負担軽減にもつながります。
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昔、名古屋市南区星崎付近の塩田で取れた塩を馬に乗せて、
この塩付街道を通り信州まで
運びました。道中の安全を祈って所々に馬頭観音や地蔵菩薩が安置されています。名市大病院
東側の塩付街道沿いの川澄地蔵には、古いお地蔵さんと一緒に「馬頭観音」が安置されていま
す。モザイク画とあわせて探してみてはいかがですか？
ោἨἠὀబؤቅ֠Ἷబؤܢᾟ̵ᾤᾞ̵ὼὣἥἠἱἦἕẪ
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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、裏面の昭和区社会福
祉協議会までお送りください。
（ＦＡＸ可）
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■日 時：平成28年6月18日
（土）午前10時〜12時
■問合せ先：昭和区役所民生子ども課民生子ども係
（2階1番）
■場 所：昭和区役所講堂（2階）
電話：052-735-3902
※公共交通機関でお越しください
FAX：052-735-3909
■対 象：乳幼児と保護者
■内 容：赤ちゃん・遊びコーナー、絵本・手作りおもちゃの ■その他：事前申し込みは不要、入退場自由ですの
でお気軽にお越しください。
紹介、育児相談など
■主 催：昭和区保育協会
■共 催：名古屋民間保育園連盟、昭和区社会福祉協議会、昭和区役所、昭和保健所
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■日 時：平成２８年６月２６日
（日）午後１時〜４時
■場 所：昭和区役所 講堂（昭和区阿由知通３−１９）

ԪቘếᮣඌϜỀΏέᾭᾇύᾇέᮣඌϜếΓࠪỀ
■日 時：平成２８年８月２０日
（土）
午前10時半〜午前11時半
■場 所：昭和区役所 ２階 講堂
（昭和区阿由知通３−１９）

碧海信用金庫 様（点字プリンター）
あいけん 様（机・いすセット１８組）

ዶỗỘۂΏబؤἿባቊἵὛ
■日 時：平成２８年８月２１日
（日）午前１０時〜午後３時３０分
■場 所：昭和区役所 講堂 他
（昭和区阿由知通３−１９）
■内 容：パネル展示、
ステージ
（コンサート、手話コーラス等）
、紙芝居、
健康医療相談、点字・手話体験コーナー、模擬店、バザー、
遊びコーナー 等

（愛知建設労働組合、愛知県建設産業協会、愛知県建設センター）

昭和鯱城パソコンクラブ 様
名古屋ヤクルト販売（株）様

至鶴舞

http://www.showaku-shakyo.jp

ホームページ

●エルトレロ
●瑞雲 卍龍興寺
保育園
天池通り
●喫茶西アサヒ

「もばいるこころん」で検索してね。

社会福祉法人名古屋市昭和区社会福祉協議会
〒466-0051 名古屋市昭和区御器所三丁目-18-1
電話：052-884-5511 FAX：052-883-2231
E-mail：fukushi@showaku-shakyo.jp

● ᰼出口
トヨタカローラ

市バス
荒畑

ストリンガーハウス●

http://www.showaku-shakyo.jp/m

目の不自由な方へ、
この情報紙「こころんねっと」を録音したCD・点字
版の貸し出しを行っています
（無料）。
編集･発行

市バス荒畑
鶴舞線荒畑

台町一

もばいるこころん

●
●医療法人交正会
サークルK 精治療病院

至御器所
荒畑

至東別院

社会福祉法人名古屋市昭和区社会福祉協議会

卍引接寺

尾陽神社

昭和区社会福祉協議会
N

（在宅サービスセンター内）
卍宗円寺
一方通行

交通のご案内：地下鉄：鶴舞線「荒畑」駅4番出口から徒歩5分
市バス：栄20系統「荒畑」下車
金山26系統・昭和巡回系統「御器所四丁目」下車

広告募集 1枠１回5,000円 賛助会員は20％引 お問い合せは昭和区社会福祉協議会まで ☎052-884-5511
発行：2016年（平成28年）6月



