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回覧

お気軽にお問い合わせ下さい

西区社会福祉協議会 名古屋市西区天神山町3-1　丸正ビル2階
TEL532-9076　 FAX532-9082

ホームページアドレス http://www.nishiku-shakyo.jp　Eメール nishiVC@nagoya-shakyo.or.jp

今回の内容

・西区社会福祉協議会からのお知らせ� P.2

・地域情報� P.3

・ボランティアセンターの紹介� P.4・5

・防災・耐震� P.6

・子育て支援� P.7

・在宅介護支援センター情報� P.8
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会をよろしくお願いします！
みんなで楽しく
活動しているよ！

お家での介護に不安を感じていませんか？

そんな時はお近くにある在宅介護支援センターに相談してみましょう。

在宅介護支援センターは、高齢者にかかわることの相談所です。

在宅介護支援センター情報
（高齢者福祉なんでも相談所）

西区在宅介護支援センター� 西区天神山町３－１　丸正ビル２階� 532－9079�532－9082

なごやかハウス名西� 西区名西１－24－８� 521－9775�521－9772

あいち介護センター� 西区城西４－22－２� 529－2111�529－2112

介護支援ノッポの会� 西区平中町356� 509－5621�509－5622

居宅介護支援　西城� 西区秩父通２－28� 524－6301�524－3185

じゃがいも平田介護支援センター�西区上橋町64� 505－4088�505－4089

庄内の里　介護支援センター� 西区中小田井２－98� 505－1165�505－1161

名古屋市西区ケアマネージメントセンター�西区押切２－１－１　クリダビル２階� 521－3009�521－3060

山田指定居宅介護支援事業所� 西区上小田井１－254� 509－5661�509－5662

K. K. サクライメディカル� 西区市場木町286� 501－0165�501－8840

介護支援センター・ハイエスト�西区庄内通３－４－302� 528－4567�528－4566

セントケア栄生� 西区栄生１－35－20　川津ビル栄生三階中号� 563－2943�563－2941

愛� 西区城町74番地� 505－2912�505－2912

杉の木居宅介護支援センター� 西区押切１－９－６　ロイヤルシティ押切１－D� 522－6828�522－6829

にじのさと　西居宅介護支援事業所�西区花の木１丁目４番４号　メゾン花の木２F� 528－5535�528－5536

介護支援ノッポの会押切� 西区押切１－13－17� 529－1074�529－1074

庄内緑地プランセンター� 西区坂井戸町２番地　リバーパーク庄内１C� 506－2770�506－2771

居宅介護支援事業所めでぃちゃん�西区新道２－５－７� 587－2217�587－2218

ジョイライフそよ風指定居宅支援西�西区新道１－５－８　吉田ビル１階� 588－0277�486－0933

ケアプランセンター花の木� 西区花の木１－１－17　ライフステージ花の木１� 529－1666�529－1661

北医療生協西区居宅介護支援事業所�西区城西３－15－32� 529－2251�529－2252

西区内在宅介護支援センター一覧
（H17.3.31現在）

事 業 所 名 住 　 　 所 電話番号 FAX番号

福祉教育
盲導犬実習
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西区社会福祉協議会からのお知らせ

「ふくし西」についてのお問い合わせ

社会福祉法人　名古屋市西区社会福祉協議会
〒451-0065　名古屋市西区天神山町3番1号丸正ビル2F
TEL532-9076　FAX532-9082

社会福祉協議会とは…法律（社会福祉法）に位置付けられた民間福祉団体であり、地域福祉の推進を図ることを目的に事業の企画及び実施、住民参加への援助・調査・普及・宣伝・連絡調整および助成などを行っています。

西区社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました

¥3,010,041
寄付者
一　覧

内訳：個人　　　８件� 632,020円
　　　法人・団体　32件�2,378,021円

平成16年度合計金額
（平成17年3月末日現在）

催し物やチャリティーバザー等の収益金、お祝い事のお返しや香典返しの一部を西区の地域福祉推進のために役立ててみませんか。お問い合わせは、西区社会福祉協議会まで

　賛助会員制度とは、区民の皆様に賛助会員になっていただき、その会費

を活用して西区の福祉のまちづくりの実現をめざして様々な福祉サービス

を実施するものです。本年度も皆様からのお申込みをお待ちしていますの

でどうぞよろしくお願いいたします。

●広報誌「ふくし西」
　の発行
●ホームページ
　運用維持

個人  一口� 1,000円

法人  一口� 10,000円

所得税・法人税法上の優遇措置について

お気軽にお問い合わせ下さい

西区社会福祉協議会
TEL 052－532－9076
FAX 052－532－9082

ご協力ありがとうございました

平成16年度賛助会費報告

3,799,240円
�個人� 3,513口� 3,513,240円

�法人・団体� 28口� 286,000円

（平成16年度会費を使います）

●福祉ふれあい2005
●老人クラブによる社会奉仕活動への支援
●子ども会の社会奉仕活動への支援
●寝具クリーニングサービス事業
●家具転倒防止金具取付サービス事業
●車いす仕様車貸し出し事業

●地域福祉推進
　協議会への
　助成

児童・高齢者・心身障害者に対する事業 地域への還元事業

賛助会員賛助会員賛助会員【　　 　】

（平成17年3月末日）

内　　訳

使い途

2,147,000円 703,000円 949,240円

賛助会員の種類 お申し込み・お問い合わせ先

平 成 17 年 度 事 業 予 定

児童・高齢者・心身障害者に対する事業 地域への還元事業 広報活動費広報活動費

賛助会費は所得税・法人税法上の寄付金控除

（損金算入）を適用できます。 

平成17年度賛助会員を大募集します!!�

賛助会員

　西区には約14万人が生活しています。そんな大きなまちである西区の地域に根づいた社協の

仕事って何だろう？というギモンのもと、「社協職員ももっと地域に出よう！」ということに

なりました。そこで、今回は４月22日に行なわれた枇杷島学区の高齢者給食会を見学してきま

した。

　高齢者給食会は、学区にお住まいの１人暮らし高齢者を対象として、月１回程度コミュニテ

ィセンターなどに集まって会食する事業です。枇杷島学区の給食会のこだわりは、手作りのお

食事を提供することだそうです。買出しなどの前日からの準備は大変だそうですが、「参加し

てくれる方が喜んでもらえれば私たちもうれしい」と

のお話をうかがいました。

　この日の参加者は特に多く、運営スタッフの皆さん

も一緒に楽しくおしゃべりしながら、お食事を召し上

がられていました。

　給食会を見学して感じたことは、給食サービスの担

い手と受け手という関係でなく、枇杷島学区というつ

ながりのもとにある方々の地域の支えあいであるとい

うことでした。あらためて地域福祉は地域の人々によ

って支えられていることを実感しました。

いきいきふれあいサロンのご紹介いきいきふれあいサロンのご紹介

社 協 職 員 ま ち へ 出 る

江西学区地域福祉推進協議会　中小田井学区地域福祉推進協議会　榎学区地域福祉推進協議会
栄生学区地域福祉推進協議会　稲生学区地域福祉推進協議会　山田学区地域福祉推進協議会
比良西学区地域福祉推進協議会　比良学区地域福祉推進協議会　浮野学区地域福祉推進協議会
庄内学区地域福祉推進協議会　山田地区会館まつり実行委員会　山田地区会館パッチワークサークル
山田地区会館手編サークル　シーキューブ株式会社　西警察署　昭和18年度卒栄生小学校同窓会
城西学区地域福祉推進協議会　児玉学区地域福祉推進協議会　㈱エコライフ　天神山中学校生徒会　（敬称略）

団体：

個人：犬飼信康　今井美和夫・八江子　安藤年子　匿名　　　　　（平成16年12月1日～平成17年3月31日）

　稲生学区「天塚町ふれあいいきいきサロン」

　－“自宅での引きこもりを避け、対話・

会食などを通じて皆さんが大いに実りある

時間を過ごせるように”－そんな想いから、

このサロンは天塚町四丁目南部町内会の皆

さんを中心に民生委員さんなどが加わり、

昨年６月に始まりました。毎週水曜日、神

社の裏手にある天塚町集会場に集まり、

カラオケ・工作・お茶会などをしな

がら多くの方が楽しい時間を過ごし

ています。ちょうどこの日も、男性

は麻雀、女性は坊主めくりなどを楽

しみながら、およそ20名の参加者が、

思い思いの楽しみ方でサロンを満喫し

ていました。
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西区ボランティアセンターでは下記のボランティアさんを募集しております。
ご興味ある方はお気軽に西区ボランティアセンター（社会福祉協議会）までご連絡ください。

小学生と一緒に遊んだりお掃

除をしてくれる方を募集して

います。

利用者が楽しめるものなら大

歓迎です。

歌、手芸、生け花などができる

方、お待ちしております。

食事を作っていただける方を探

しています。

視覚障害者のサロンでパソコンの

簡単な使い方を教えてくれる方を

募集しています。

※専門的知識は必要なく、初心者向

けの使い方で結構です。

高齢の女性の方の外出に付き
添っていただける方を募集し
ています。

余暇のクラブ活動で、写真を取

ってくれるカメラマンさんを

募集しています。

平日
　14：00～18：00
学校休業日
　８：00～18：00

応相談です。

週に１～２回
程度です。

応相談です。

平日の
　９：30～16：30

火曜日の
　10：00～14：00

応相談です。

西区学童
保育クラブ

（上名古屋）

第二ハートフル
ライフ西城

（秩父通）

ジョインライフ新道
（新道一丁目）

小規模作業所
ファンタジスタ西
施設内

（中小田井）

わくわくホーム
きずな２Ｆ

（上小田井）

西区内

よつ葉の家
施設内

（新福寺町）

こどもと遊ぶ

ボランティア

レクリエーション

ボランティア

レクリエーション

ボランティア

クッキング

ボランティア

パソコン先生

ボランティア

外出支援

ボランティア

カメラマン

ボランティア

１

２

３

４

５

６

７

活動メニュー

ボランティアさん大募集！ボランティアさん大募集！ ☆ボランティアさん
　　　　この指と～まれ！

こんにちは、西区社会福祉協議会ボランティアセンターです！
◆ボランティアセンターってなに？

　ボランティアセンターは西区社会福祉協議会の中にあり、ボランティア活動の推進のため、さまざ
まな事業に取り組んでいるところです。

◆どんなことをやっているの？
　●ボランティアの情報の発信　　　　　　　　　 ●ボランティアに関する相談・支援
　●講座・研修会などさまざまなイベントの開催　　●ボランティア保険の取扱い
　●災害時のボランティア活動支援

※などなど、ボランティアに関することなら何でも受け付けます！お気軽にお問合せください。

ボランティアセンターの紹介ボランティアセンターの紹介

ボランティアの第１歩、ここからはじめてみませんか？ボランティアの第１歩、ここからはじめてみませんか？

　ボランティア活動中に事故などでケガをしてしまった場合や、ボランティア活動中に他人の物を壊し
てしまったり、他人にケガをさせてしまった場合の事故に対して適用される保険です。安心してボランテ
ィア活動を行うために、ぜひご加入ください。

　●基本プラン掛金：300円
　●期間：加入日の翌日からその年の年度末（３月31日）まで
　  ※プランによって掛金は若干変更になります。
　  ※このほかにイベント等の行事期間中に適用となる「行事用保険」もあります。

ボランティア保険のご案内ボランティア保険のご案内

学校、地域の行事などで福祉体験をしてみませんか？　いろんなボランティアがお手伝いします。
　・高齢者疑似体験、音訳、手話、盲導犬、点字、ガイドヘルプ、車イスなど

     詳しくは西区社会福祉協議会までお問合せください。

いつもと違う体験してみませんか？いつもと違う体験してみませんか？

ボランティア相談日　開催中！

　「ボランティアってどんなものがあるんだろう？」、「ボランティアを始めてみたいんだけど…」と思っ

ているみなさん、ちょっと立ち寄ってみてお話ししていきませんか？みなさんのお越しをお待ちしてお

ります（＾∇＾）/~

　場　所   ： 名古屋中央郵便局（切手の自販機横です）

　　　　　西区天神山町４番５号

　日　時   ： ２、４、６、８、10、12月の第３木曜日

             午後１時30分～３時

申し込み問い合わせ先　   西区社会福祉協議会　TEL532－9076　FAX532－9082 

日時・回数 場　所 内　　　容
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防災・耐震

～いざという時のための防災ネットワーク作りとは～

地域の防災と防災ボランティア

　新潟県中越地震、相次ぐ台風、そしてスマトラ島の大地震と津波…昨年は近年まれに見る災害の

多い年でした。この地区でも平成12年の東海豪雨で多大な被害を被り、東海地震の脅威は今も叫ば

れ続けています。同時に各被災地ではボランティアセンターが立ち上がり、多くのボランティアが

活躍する年ともなりました。

　西区社会福祉協議会では平成15年・16年度と防災ボランティア講習会を開催し防災意識とそれ

にともなうボランティアの役割について皆さんとともに考えてきましたが、その中で多くあがっ

た意見は「災害時、また防災のために一番必要なことは、日頃の連携を含めた、個人～地域～ボラン

ティア～行政等のさまざまな関係性（ネットワーク）ではないか？」ということでした。日頃お住ま

いの地域において災害時にできることは何なのか？また、それに備え何をすべきなのか？今年も

また講習会などを企画しながら、「防災」について皆さんとともによく考え、防災ネットワーク作り

を支援していきたいと考えています。

これについて西区社会福祉協議会では皆さんからのご意見・
ご要望を広くお待ちしております。

親子福祉体験講座
参加者大募集！

親子福祉体験講座
参加者大募集！
親子福祉体験講座
参加者大募集！

●対　象

　区内在住、在学の小、中学生とその保護者

　☆小学生は5、6年生が対象です。

●内　容　半日程度、親子で福祉体験を行います。

●体験先　区内の福祉施設、ボランティアグループにて

●時　期

　８月15日（月）～８月28日（日）のうちのいづれかの日の半日

●参加費　300円

●募集期間

　７月１日（金）～

　７月20日（水）まで

　☆交通費など自己負担

●申し込み・照会先

　西区社会福祉協議会

　電話：532－ 9076

　FAX：532－ 9082

　☆お気軽にお問い合わせ下さい。

～ 夏休みに親子で福祉体験してみませんか ～

地震対策
できていますか

耐震留具取付サービスのお知らせ

地震対策
できていますか

子育て

応援しま
す。

　昨年度から区内の子育てに関わる機関を中心に集まり、西区における子育て支援につい

て話し合っています。参加者の情報交換と連携によって、これまでの子育て支援から新た

な形へとつながっていくことがいちばん大きな目的となっています。

　ここまで話し合った成果として、６月から児童館を拠点とした子育て支援事業として、

にしっこひろば“もこもこ”を展開することになりました。

　ホームページなどでも情報提供していますのでご覧下さい。

　西区社会福祉協議会では赤い羽根共同募金の

配分金事業として、「にしっこMap」（別冊版）

の発行に協力をしました。子育てサークルのお

母さんの有志で構成された「にしっこ育児サー

クル編集委員」が発行する子育てを応援する情

報冊子です。今年度は「育児サークル紹介特集

号」として全面カラー刷りで大変見やすくなっ

てます。お問い合わせは下記まで。

西区社会福祉協議会

TEL532－9076　FAX532－9082

内 容

●子育てサポート機関紹介

●育児サークル活動Map

●サークル紹介コーナーetc.

にしっこひろば
　　　“もこもこ”
　　　　スタート!!

　65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯の寝室

を対象に、万一の地震に備え家具などを留具

で固定する「耐震留具取

付サービス」（無料）を7

月より実施します。17年

7月1日（金）～18年3月15

日（水）までに下記まで

お申し込みください。

西区社会福祉協議会

電話532－9076

FAX532－9082

担当：鈴木

にしっこMapができました

と　　き

７月１日（金）10：00～11：30

７月８日（金）10：00～11：30

７月15日（金）10：00～11：30

７月22日（金）10：00～11：30

七夕飾りを作ろう

手あそびをしよう

紙しばいを楽しもう！

子ども　なんでも相談

内　　容

７ 月 の 予 定

と　　き

８月５日（金）10：00～11：30

８月12日（金）10：00～11：30

８月19日（金）10：00～11：30

８月26日（金）10：00～11：30

にんぎょうげきを見よう

タッチケアを楽しもう！

しゃぼん玉で遊ぼう！

子ども　なんでも相談

内　　容

８ 月 の 予 定

※５週めはお休みです
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回覧

お気軽にお問い合わせ下さい

西区社会福祉協議会 名古屋市西区天神山町3-1　丸正ビル2階
TEL532-9076　 FAX532-9082

ホームページアドレス http://www.nishiku-shakyo.jp　Eメール nishiVC@nagoya-shakyo.or.jp

今回の内容

・西区社会福祉協議会からのお知らせ� P.2

・地域情報� P.3

・ボランティアセンターの紹介� P.4・5

・防災・耐震� P.6

・子育て支援� P.7

・在宅介護支援センター情報� P.8
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名古屋中央郵便局
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西区社
会福祉協議

会をよろしくお願いします！西区社
会福祉協議

会をよろしくお願いします！西区社
会福祉協議

会をよろしくお願いします！
みんなで楽しく
活動しているよ！

お家での介護に不安を感じていませんか？

そんな時はお近くにある在宅介護支援センターに相談してみましょう。

在宅介護支援センターは、高齢者にかかわることの相談所です。

在宅介護支援センター情報
（高齢者福祉なんでも相談所）

西区在宅介護支援センター� 西区天神山町３－１　丸正ビル２階� 532－9079�532－9082

なごやかハウス名西� 西区名西１－24－８� 521－9775�521－9772

あいち介護センター� 西区城西４－22－２� 529－2111�529－2112

介護支援ノッポの会� 西区平中町356� 509－5621�509－5622

居宅介護支援　西城� 西区秩父通２－28� 524－6301�524－3185

じゃがいも平田介護支援センター�西区上橋町64� 505－4088�505－4089

庄内の里　介護支援センター� 西区中小田井２－98� 505－1165�505－1161

名古屋市西区ケアマネージメントセンター�西区押切２－１－１　クリダビル２階� 521－3009�521－3060

山田指定居宅介護支援事業所� 西区上小田井１－254� 509－5661�509－5662

K. K. サクライメディカル� 西区市場木町286� 501－0165�501－8840

介護支援センター・ハイエスト�西区庄内通３－４－302� 528－4567�528－4566

セントケア栄生� 西区栄生１－35－20　川津ビル栄生三階中号� 563－2943�563－2941

愛� 西区城町74番地� 505－2912�505－2912

杉の木居宅介護支援センター� 西区押切１－９－６　ロイヤルシティ押切１－D� 522－6828�522－6829

にじのさと　西居宅介護支援事業所�西区花の木１丁目４番４号　メゾン花の木２F� 528－5535�528－5536

介護支援ノッポの会押切� 西区押切１－13－17� 529－1074�529－1074

庄内緑地プランセンター� 西区坂井戸町２番地　リバーパーク庄内１C� 506－2770�506－2771

居宅介護支援事業所めでぃちゃん�西区新道２－５－７� 587－2217�587－2218

ジョイライフそよ風指定居宅支援西�西区新道１－５－８　吉田ビル１階� 588－0277�486－0933

ケアプランセンター花の木� 西区花の木１－１－17　ライフステージ花の木１� 529－1666�529－1661

北医療生協西区居宅介護支援事業所�西区城西３－15－32� 529－2251�529－2252

西区内在宅介護支援センター一覧
（H17.3.31現在）

事 業 所 名 住 　 　 所 電話番号 FAX番号

福祉教育
盲導犬実習


