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赤い羽根共同募金にご協力お願いいたします赤い羽根共同募金にご協力お願いいたします

昭和区内の募金活動で皆さまからいただいた募金の約８割が翌年度昭和区へ配分され、子育て支援事業、高齢者ふれあい給食会、障がい者団体の活動など昭和区内の地域福祉活動に役立てられます。（詳細はP4）

こころん着ぐるみ貸出します。
　詳しくは、ホームページをご覧いただくか裏
表紙の昭和区社会福祉協議会までお問い合わ
せ下さい。

社会福祉協議会は、誰もが安心して暮らすことのできる昭和区を目指し、
住民のみなさんと共に福祉活動を計画し、実施している民間団体です。社会福祉協議会ってなに？



災害ボランティアセンター設置・運営訓練災害ボランティアセンター設置・運営訓練

　9月21日に、名古屋工業大学のキャンパ
ス内で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。
　昭和区内のボランティア、学生、福祉施設
の利用者や職員、行政関係者など100人を
超す方々にご参加いただきました。
　参加者の皆さまには、全国から駆けつけ
たボランティア役として、災害ボランティア
センターの一連の流れを体験していただき
ました。

昭和区では、名古屋工業大学に災害ボランティアセンターが設置され、
ボランティアの派遣調整などの活動を行います。

大きな災害が起きたら…？大きな災害が起きたら…？

活動模擬体験として土嚢づくりや避難所の環境改善、
簡易トイレの組立てなどを行いました。

右記のイベントは要申込み、定員あり。
他の開催日は、予約不要、どなたでもどうぞ。
詳しくは昭和区社会福祉協議会HPをご覧ください。

昭和区社会福祉協議会 2階 研修室場　所

原則 第１・第３火曜日
10時15分～12時

開催日

子育て＆子育ち

イベント情報

試食できます♥

離乳食会

平成31年

２月５日（火）

クリスマス会

平成30年

12月４日（火）

にこにこサロンへ遊びにきてね！にこにこサロンへ遊びにきてね！

たまり場交流会のお知らせたまり場交流会のお知らせ

●日　時：平成30年11月29日（木）10：00～11：30　　●場　所：昭和区社会福祉協議会 ２階 研修室
●内　容：（1）たまり場実践者の事例報告　（2）意見交換
●対　象：昭和区内でたまり場に関わっている方　これからたまり場を始めようと思っている方
　　　　　たまり場に関心のある方
●定　員：30名程度　申込多数の場合は調整させていただくことがあります。
●申　込：11月26日（月）までに、氏名、連絡先、所属しているサロンを下記の申込先まで電話、
　　　　　またはＦＡＸでご連絡ください。
●申込先：昭和区社会福祉協議会（昭和区御器所三丁目18番1号）　
　　　　　電話 884-5511  FAX 883-2231　受付時間　平日8：45～17：00　担当／小泉・林

参加費無料
日頃たまり場を運営している中での悩みや、
他のたまり場について聞いてみたいことなどはありませんか？
ぜひ、この機会を使ってたまり場運営のヒントを見つけてみましょう！

イラスト：久世賀子



平成30年11月21日（水）・22日（木）の両日は

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

役に立つ情報がないかな。

今後の介護に備えたい！

福祉会館まつり です‼福祉会館まつり です‼

お問い合わせ

認知症家族教室
認知症の基本的な知識や介護について知ることができる
講座です。講師は専門医や施設職員、認知症家族の会の方など。

お問い合わせ 電話 884-5513

と　　き ： 11／21（水）・12／19（水）・1／16（水）・2／20（水）
場　　所 ： 昭和区在宅サービスセンター
時　　間 ： １３：３０～１５：３０
担当学区 ： 御器所、松栄、白金、鶴舞、吹上、村雲学区にお住まいの方

西部いきいき支援センター

お問い合わせ 電話 861-9335
と　　き ： 11／21（水）・12／27（木）・1／24（木）・2／7（木）
場　　所 ： 東部いきいき支援センター（いりなかスクエア３F）
時　　間 ： １３：３０～１５：３０
担当学区 ： 伊勝、川原、滝川、広路、八事学区にお住まいの方

東部いきいき支援センター

どちらも参加費無料です

9時30分～15時30分まで

作品展示 演芸発表作品展示 演芸発表

出口❹出口❹ ❶出口❶出口

白金児童館 からのお知らせ白金児童館 からのお知らせ

子ども用品を集めます子ども用品を集めます 平成30年11月1日（木）～25日（日）

★ベビー用品
★ベビー＆子ども服
　（洗濯をしてお持ちください）
★おもちゃ（ぬいぐるみ以外）、
　絵本
★タオル（新品のみ）

学童向けサイズ大歓迎学童向けサイズ大歓迎

名古屋市白金児童館   昭和区白金一丁目20-24  TEL 881-3020（休館日：月曜・祝日）

日時 ： 12月1日（土）
10：00～正午

場所 ： 白金児童館※バザーの売上は赤い羽根共同募金に全額寄付します

『チャリティバザー』に出す子ども服・おもちゃなどの
子ども用品を集めます！
地域の子どもたちに使ってもらいたいものがありましたら、
白金児童館までお持ちください♪ご協力をよろしく
お願いいたします！

募集
期間

チャリティーバザー開催！！

例えばこんなもの

きてね！



赤い羽根共同募金がはじまりました！赤い羽根共同募金がはじまりました！

募金期間内に昭和区内各所で街頭募金を行います！募金期間内に昭和区内各所で街頭募金を行います！

シャンピアポート
シャンピアポート
イオン八事店
イオン八事店
名古屋工業大学（工大祭）
名古屋工業大学（工大祭）
あいけん祭り

13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～15:30
13:30～15:30
10:00～17:00
10:00～15:30
10:00～15:00

１１月１０日（土）
１１月１１日（日）
１１月１７日（土）
１１月１８日（日）
１１月２４日（土）
１１月２５日（日）
１２月２２日（土）

日にち（曜日） 時　　間 場　　　　　所

募金に
来て下さいね

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.akaihane.or.jp/hanett/

　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した。
　昨年度は皆さまのご協力と個人の方の大口のご寄付により約2,495万円の
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。
　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割は昭和区へ配分され、区内の子ども会や老人クラブ、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
業など地域福祉活動に役立てられます。

第70回 赤い羽根協賛児童

滝川小学校1年生
平井　愛彩 川原小学校3年生

神田　ちゆら
伊勝小学校2年生
西谷　宇生

松栄小学校4年生
奥田　恵麻

松栄小学校5年生
佐藤　優奈

吹上小学校6年生
太地　優斗 川名中学校3年生

大森　ありさ

特
賞

ポスターの部



作品のチェックはブログでもご確認できます。

第12回赤い羽根チャリティ展覧会第12回赤い羽根チャリティ展覧会
平成30年10月1日（月）～12月15日（土）
日曜・祝日休み　午前9時～午後5時

　今年で12回目を迎える赤い羽根チャリティ展覧会は、イラストレーターと
障害のある作家の彩りあふれる400点近くの作品が会場に展示されます。
売上の一部を社会貢献のために赤い羽根共同募金(名古屋市昭和区及び
宮城県)に寄付します。みなさまお誘い合わせの上、ぜひお出かけください。

赤い羽根チャリティ展覧会ブログサイト「伝書鳩」
http://akaihane-charity.blogspot.com/

会期

昭和区社会福祉協議会  2階  通路壁面ほか会場

過去開催の寄付金額

平成27年度  509,370円
平成28年度  309,710円
平成29年度  264,300円

第4次昭和区地域福祉活動計画の策定を行っています！

身近な地域でのつながりづくり→つながりワーキンググループ
支えあいの活動づくり→ささえあいワーキンググループ
学びあいの場づくり→まなびあいワーキンググループ

　平成31年４月からの５年間を活動期間とした第４次昭和区地域福祉活動
計画の策定中です。４０名を超える作業部会員が昭和区における現在の福祉
課題などについて意見交換を行った上で３つのテーマに絞り込み、現在は
３つのワーキンググループに分かれて今後の５年間でどんな昭和区にしたい
か、目下検討中です！

重
点
項
目

第70回 赤い羽根協賛児童

広路小学校5年生
新堂　里菜

伊勝小学校6年生
廣瀬　貴大

生徒作品コンクール審査結果

八事小学校4年生
岩間　由香

滝川小学校4年生
牧野ほなみ

南山中学校女子部1年生
川崎　結子

川名中学校3年生
三浦　杏花莉

特
賞

書道の部

滝川小学校3年生
佐々木　琴子



学区社会福祉協議会は、全ての住民が安心して暮らすことができる福祉のまちを、住民
が主体となって地域総ぐるみで推進することを目的とした団体です。小学校区単位で
設置されており、取り組み事業は学区ごとに異なります。このコーナーでは、昭和区内の
学区社会福祉協議会の活動を順番にご紹介しています。

学区社会福祉協議会 リレー報告

鶴舞学区 地域で介護予防

　鶴舞学区では昭和56年から地域の方の健康維持のため、鶴舞健康増進会を立ち上げて、毎月
コーラスや絵手紙、体操などを鶴舞コミセンで行っています。９月の敬老会では、民謡やコーラス
などが日ごろの成果を披露しました。
　現在会員数は252名、会の運営や活動については、16名の理事さんが月１回の理事会を開いて
決めています。会員には、会報“さわやか”を毎月配布しており、10月で443号になりました。
悩みの種は会員の高齢化です。60代、70代の方をはじめ、地域での介護予防に関心のある方、
ぜひ会長の黒川廣子さんまでお問い合わせください。（黒川さん：TEL 733－2125）

川原学区 高齢者ふれあい会食会

　川原学区社会福祉協議会では年に１回、高齢者ふれあい会食会を開催しています。この会
食会は、学区内に住んでいる65歳以上の方であれば、誰でも参加できます。
　今年度は川原小学校の体育館に約210人が集まり、ピアノとバイオリンのきれいな音色を
楽しんだり、ピアノ伴奏に合わせて童謡などを歌った後、参加者みなさんでおしゃべりを
しながら昼食をいただき、楽しい時間をすごされていました。



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、昭和区社会
福祉協議会までお送りください。締め切りは平成30年12月28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。

Q. 10月から始まった共同募金運動の羽根の色は何色でしょうか？
①赤色　②緑色　③青色

種　類 ボランティア活動保険 ボランティア行事用保険
対　象　者 年間を通して活動する方 数日間の行事を主催する方

補 償 期 間 加入翌日から年度末（３月３１日まで）

昭和区社会福祉協議会（印鑑をご持参ください）　受付/平日9：00～17：00

行事開催期間（行事の前日までにお申込みください）

加入申込者

掛　　　金

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
　（＋150円～240円）あり

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１３５円
　C型　1日１名につき２６５円
宿泊行事　１泊２日  １名２５１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 万一の事故に備えて、
ご加入をお勧めします。

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://www.aichi-fukushi.or.jp/vol/index.html

申込窓口

障がい者の切実な思い

下記のマークを知っていますか？ すべて障がい者のマークです。
このマークを一つでも覚えて困っている人を見かけたら声をかけてくださいね。

障害を持つ方が利用できる建物、
施設であることを明確に表すための
世界共通のシンボルマーク

普通自動車の運転者が、聴覚障害を持つ
ことを理由に免許に条件を付されている
場合、自動車に表示するマーク

視覚障害者の安全やバリアフリーに
考慮された建物、設備、機器を表す
ための世界共通のシンボルマーク

人工肛門・人工膀胱を造設している
人（オストメイト）のための設備がある
ことを表すマーク

内部障害・内蔵疾患の存在を視覚的
に示し、理解と協力を広げるために
作られたマーク

聴覚障害の存在を視覚的に示し、
理解と協力を広げるために作られた
マーク

身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、
聴導犬）同伴の啓発のためのマーク

肢体不自由であることを理由に免許
に条件を付されている方が運転する
車に表示するマーク

昭和区身体障害者福祉会



■地域の活動のために、赤い羽根共同募
金は昭和区内でしましょう。K・B
■赤い羽根共同募金に協力して、昭和区
を元気な街にしましょう。M・H
■皆様のお役に立つ話題を求めています。K・F

発行：2018年（平成30年）11月

社会福祉法人名古屋市昭和区社会福祉協議会

もばいるこころん

「もばいるこころん」で検索してね。

ホームページ

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

目の不自由な方へ、この情報誌「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）。

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

編集・発行

11月11日（日）10時～13時半
サポートセンターbeing吹上
昭和区吹上町1－35－7
日用品バザー、模擬店、
アトラクションなど
サポートセンターbeing吹上
電話741-1419

第29回 吹上まつり第29回 吹上まつり

お手伝いして下さるボランティア募集しています！

日時
場所

内容

問合

「２０１8あいけんまつり」が
開催されます！
「２０１8あいけんまつり」が
開催されます！

　当日は、本会もイベント募金、輪投げをおこないます。
皆さんのご来場をお待ちしております。

有料企画 無料企画

ミニ門松づくり
花餅づくり
羽子板づくり
箸づくり

綿菓子づくり
餅つき体験
餅ふるまい
輪投げ

桜山駅
⑧番出口

十六銀行

入場無料

１２/２2（土）9時～15時

餅
つ
き
も

あ
る
よ

大
人
気

門
松
づ
く
り

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

つなぐ子ども食堂 inやっちゃんちつなぐ子ども食堂 inやっちゃんちつなぐ子ども食堂 inやっちゃんち

平成30年11月17日（土）10時～15時日　　時

昭和区八事本町31-４
ガーデンカフェやっちゃんち

場　　所

200円（大人も子どもも同一）参 加 費

50名（ボランティア含む）定　　員

つなぐ子ども未来 事務局
安藤 090-3953-2561

問い合わせ

予
約
不
要
で
す
。
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地域での交流の場をめざして、毎月昭和区内を巡回しています。

　次の方々から本会へご寄付をいただきました。寄
付金は昭和区の地域福祉の推進に有効に活用させ
ていただきます。ありがとうございました。

● 名古屋ヤクルト販売（株）　● はつらつクラブ
● 名古屋女性レクリエーションバレーボール連絡協議会
（敬称略）

寄付のお礼寄付のお礼

名古屋女性レクリエーションバレーボール連絡協議会

子
ど
も
が
中
心
に
な
っ
て

食
事
作
り
を
し
ま
す
。

み
ん
な
で
一
緒
に

楽
し
く
食
べ
ま
し
ょ
う
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