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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

・子育て支援� P.2

・サロン＆会員募集� P.3

・ボランティアセンターの紹介� P.4

・イベントのご案内� P.5

・防　災� P.6

・西区社会福祉協議会からのお知らせ� P.7

・赤い羽根共同募金� P.8
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金曜日の10：00～11：30

（ただし第５週めは除

く）に西児童館で遊

び場開放事業をやっ

ています。毎回、楽

しく開催しています。

　お友達もできるかもしれま

せん。時間内ならいつでもOK！

みんな来てね！

にしっ
こひろ
ば

やっ
てま
す!!

にしっ
こひろ
ば

やっ
てま
す!!

　10月１日から「地域の福祉、みんなで参加」

をスローガンに赤い羽根共同募金運動がはじまります。皆様のあ

たたかいご協力をよろしくお願いいたします。皆様からお寄せいただい

た募金は、高齢者・障害者・児童等、地域福祉事業の貴重な財源として活用

されます。

　郵便振込口座でも受付を行っております。（運動期間中は手数料無料）

名古屋市西区共同募金委員会    郵便００８６２－２－０１４８４０８

の使いみち

共同募金は下記のような事業で活用されます。

地域福祉推進
のために

おとしより
のために

障害のある方
のために

子どもたち
のために

　「共同募金」をテーマに、区内の小中

学生の作品のうち、入選作品を下記の

とおり展示いたします。みなさんの力

作をぜひご覧ください！

●日時　10月24日（月）～28日（金）

　　　　９:00～19:00

●場所　名古屋市中央郵便局

　　　　名古屋市西区天神山４－５

共 同 募 金

赤
い羽
根共同募

金にご協力ください赤
い羽
根共同募

金にご協力ください赤
い羽
根共同募

金にご協力ください

　福祉推進協議会活動、
ボランティア養成・研
修活動の支援、各福祉
団体への助成など

　高齢者ふれあい給食
サービス、耐震留具取
付サービス、学区敬老
事業への助成など

　障害児・者団体への
助成、おもちゃ図書館
への助成など

　子ども会への助成、
保育園事業への助成、
子育て支援事業への助
成など



子育て支援ボランティア養成講座をします。子育て支援ボランティア養成講座をします。

サロン＆会員募集
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子育て支援

　平成16年10月から、地域における子育て支援について考える「子育て支援会議」を開催して

います。いろいろな問題を解決するのは、単独の機関では限界があります。そのため、それぞ

れの専門職が協力し合って解決できることがあれば…という思いがきっかけとなって、会議が

始まりました。にしっこひろば“もこもこ”もこの会議の中から生まれました。

　現在は、少しでも多くの人に子育て支援を知ってもらい、“もこもこ”の運営に協力してもら

うことを目的とした、子育て支援ボランティア養成講座も企画しています。

西区役所児童係、西保健所、地域子育て支援センターあ

かつき、西児童館、西生涯学習センター、西図書館、山

田図書館、枇杷島スポーツセンター、ＮＰＯまめっこ、

託児グループいちご、西区社会福祉協議会、名古屋市社

会福祉協議会

地域における子育て支援について考えています地域における子育て支援について考えています

子育て支援活動に関心のある人で、全日程参加できる方

●申  込  み 　10月３日より行います。（参加費：400円）

●問い合わせ先　西区社協　TEL 052－532－9076　FAX 052－532－9082

子育て支援会議には
こんなところが
参加しています

10月21日（金）

　10:00～12:00

１．子どもの発達と成長について

　　西保健所　保健師

２．西区の子育て支援について

　　子育て支援センターあかつき

西児童館

あかつき保育園

西生涯学習センター

西児童館

子どもの好きなおもちゃ

　～手づくりおもちゃを作ろう～

　　子育て支援センターあかつき

１．子育て支援のＮＰＯを知ろう

２．手遊びを覚えよう

　　子育て支援のＮＰＯまめっこ

１．にしっこひろば“もこもこ”見学

２．交流会・まとめ

　　西区社会福祉協議会

１

日

目

２

日

目

３

日

目

４

日

目

10月31日（月）

　10:00～12:00

11月2日（水）

　10:00～12:00

11月4日（金）

　10:00～12:00

日　　時　　　　　　　　内　　　　　　容　　　　　　　　  会　　　　場

20人

　いきいきサロン「わいわい」は今年６月

に誕生したばかりの新しいサロンです。「地

域のお年よりの方が集まって、お茶を飲ん

でおしゃべりをしたり、体操やゲームをし

たりして楽しむふれあいの場」として、地

域のボランティアさんによって立ち上げら

れました。毎月第２土曜日の10時から12時

まで総勢15名ほどの皆さんが平田住宅集会

所に集っています。ご一緒においしいコー

ヒーを飲みながらくつろぎませんか？

対象者対象者対象者

▲とよた子育て総合支援センター見学

いきいき・ふれあいサロン紹介！いきいき・ふれあいサロン紹介！いきいき・ふれあいサロン紹介！

子育て支援ボランティア養成講座をします。
募集
人数

　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。引き続きどしどし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。

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
T E L  0 5 2 － 5 3 2 － 9 0 7 6
F A X  0 5 2 － 5 3 2 － 9 0 8 2

賛助会員賛助会員賛助会員【　　 　】

賛助会員の種類 お申し込み・お問い合わせ先

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年度賛助会員を引き続き大募集しています!!

賛助会員

団体：山田西地域センター運営委員会・㈱丸武塗装・名古屋ヤクルト販売㈱

　　　㈱エコライフ・ボランティアグループ双葉会・山旺理研㈱・トラストネット

　　　西区仏教会・カヤバ工業岐阜労働組合

個人：伊藤重政・浦野三男　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

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

¥1,796,745 寄付者
一　覧

内訳：個人　　　　２件

　　　法人・団体　９件

（平成17年８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



子育て支援ボランティア養成講座をします。子育て支援ボランティア養成講座をします。
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ボランティアって何なの?

あなたのボランティアへの第１歩お手伝いします！

ボランティアセンターの紹介 イベントのご案内
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　世間でよく聞く「ボランティア」じゃあ、そもそもボランティアって何なんでしょう？

　「難しそう…」、「忙しいからできないよ…」、「やったことないからよくわかんないよ…」な

んて、いろいろ考えてしまいますよね。

　でも、とっても身近な活動だってたくさんあるんですよ。あなたは学校やご自宅で、使用済

みの切手を集めたことはありませんか？電車の中でお年寄りに席を譲ったことはありませんか？

これだって立派なボランティアなんですよ！

　だれでも、自分の興味あること・できる事を自分の都合のよい時間を使ってするもの、それ

がボランティアなんです。

　「わたしにはどんなボランティアが合っているのかな？」、「こんなボランティアならやって

みたい」などなどあなたのボランティア、応援します。まずは西区社会福祉協議会ボランティ

アセンターにお電話ください。

西区社会福祉協議会ボランティアセンター
西区天神山町３番１号　丸正ビル２階　／　電話　532－9076　fax　532－9082

E-mail　nishiVC@nagoya-shakyo.or.jp　まで。

ボランティアって何なの?

あなたのボランティアへの第１歩お手伝いします！

次回は、現役
高校生ボランティアさ

んにインタビュー！
の予定です。

８月18日の相談コーナーの様子です。

ボランティア相談コーナーは下記の日時・場所で開設しております。

●日時　２・４・６・８・10・12月の第３木曜日　13：30～15：30
●場所　名古屋中央郵便局（西区天神山町４-－５）

　みなさんのボランティアへの疑問・質問に西区で現在活動している様々

なボランティアがお答えするコーナーです。

　ここには、ボランティアのいろいろな情報があ

ります。

　みなさん郵便局にお立ち寄りの際はぜひ、お気

軽にお立ち寄りください！

平成17年11月14日（月）

西区役所講堂
名古屋市西区押切1-8-22

10：30～15：00

今年は体力測定もする予定

です。

　西区在宅介護支援センターでは、福

祉用具の展示や在宅介護の情報提供・

相談を行う介護フェアを開催します。

福祉用具や介護予防に関心のある方、

在宅介護についての知識を深めたい方

など、皆さんの来場をお待ちしています。
詳しくは西区社会福祉協議会まで

TEL 532-9076  FAX 532-9082

入場無料

※入退場は自由です。
　会場には駐車スペースがありませんので、できるだけ公共交通

機関にてお越し下さい。

平成17年11月24日（木）

山田支所講堂
名古屋市西区八筋町358-2

10：30～15：00

今年は山田支所講堂で行い

ます。

（体力測定もする予定です）

いき
いきまつり開催のお知らせいき
いきまつり開催のお知らせいき
いきまつり開催のお知らせ

　比良コミュニティーセンターで毎週一回、

いきいきクラブ（巡回型デイサービス）を

行なっています。そのいきいきクラブでこ

の秋おまつりを開催します。体操や簡単工作、

絵手紙などの教室や、普段の活動風景・作

品の展示、出し物など催し物満載です。み

なさんお気軽にあそびに来てください。

みなさん、お気軽
にあそびに来て
ください。

みなさん、お気軽
にあそびに来て
ください。

みなさん、お気軽
にあそびに来て
ください。

詳しくは西区社会福祉協議会まで
TEL 532-9076  FAX 532-9082

比良いきいきまつり比良いきいきまつり比良いきいきまつり

日時　11月中旬の火曜日　10：00～15：00

場所　比良コミュニティーセンター

住所　西区比良３丁目154

電話　501－2682

「わんぱく会」ボランティ

アサークルのアキちゃん、

ケイ君です。

相 談 コ ー ナ ー 、い ら っ

しゃーい♪

昨年のいきいきまつりでの体操風景
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西区天神山町３番１号　丸正ビル２階　／　電話　532－9076　fax　532－9082

E-mail　nishiVC@nagoya-shakyo.or.jp　まで。
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あなたのボランティアへの第１歩お手伝いします！
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平成17年11月14日（月）
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いきまつり開催のお知らせ

　比良コミュニティーセンターで毎週一回、

いきいきクラブ（巡回型デイサービス）を

行なっています。そのいきいきクラブでこ

の秋おまつりを開催します。体操や簡単工作、

絵手紙などの教室や、普段の活動風景・作

品の展示、出し物など催し物満載です。み
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みなさん、お気軽
にあそびに来て
ください。

みなさん、お気軽
にあそびに来て
ください。

みなさん、お気軽
にあそびに来て
ください。

詳しくは西区社会福祉協議会まで
TEL 532-9076  FAX 532-9082
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場所　比良コミュニティーセンター

住所　西区比良３丁目154
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「わんぱく会」ボランティ

アサークルのアキちゃん、

ケイ君です。

相 談 コ ー ナ ー 、い ら っ

しゃーい♪

昨年のいきいきまつりでの体操風景
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防　災

　万一の地震に備え寝室の家具

などを留具で固定する「耐震留

具取付サービス」（無料）を実施

してます。ご希望の方は下記ま

でお申し込みください。

災害ボランティアセンター災害ボランティアセンター 訓練開催！訓練開催！

耐震留具取付サービスのお知らせ

　去る９月４日（日）午前、洗堰緑地にて名古屋市・愛知県合同で行われた総合防災訓練において、

西区社協も災害ボランティアセンター運営訓練を行ないました。

　災害ボランティアセンターとは、災害時に困っている方を支援するボランティアを派遣調整

するセンターで、昨年10月の新潟中越地震時にも注目されるなど、災害時に大きな力を発揮して

います。

　当日は６名の災害ボランティアコーディネーター

の皆さんの指導のもと、高校生や有志ボランティア、

職員など数十人で、炊き出し・物資運搬などの災害

ボランティア活動に取り組んだり、要援護者の避

難誘導訓練なども合わせて行うなど、本番さなが

らの訓練に取り組みました。

　日頃の防災意識の重要性が言われる中、この日

の経験をいざと言う時に是非役に立てたいですね。 ▲高校生ボラも若い力で活躍!!

地震
対策

地震
対策

地震
対策

でき
て

いま
すか
？

●ご利用いただける方

　①　65歳以上のひとり暮らし世帯

　②　65歳以上の方のみの世帯

　③　65歳以上の方と障害者の方のみの世帯

　④　65歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯

西区社会福祉協議会

電話　５３２－９０７６

FAX　５３２－９０８２     担当：鈴木

●お問合せ・申込み

安心

こんなとき

しあわせづくり
体操教室を
開催しました。

寝具クリーニング寝具クリーニング寝具クリーニング しあわせづくり
体操教室を
開催しました。65歳以上の世帯を対象にした

「寝具クリーニングサービス」を
今年も行います。

きれいなふかふかのおふとんで
ぐっすりおやすみいただけます。
ぜひ、ご利用ください！

受付を11月より開始し、クリーニングサービスを
来年1月～3月に実施する予定です。

詳しくは下記まで
お問い合わせ下さい。

西区社会福祉協議会

TEL532－9076

担当：安達

　８月31日、西生涯学習センターで「しあわ

せづくり体操教室」を開催しました。介護予

防につながる運動を参加者の皆さんが楽しみ

ながら行い、交流しました。

サマーボランティア
スクール2005が
開催されました。

サマーボランティア
スクール2005が
開催されました。

サマーボランティア
スクール2005が
開催されました。
　西区在住・在学の中高生（144名）が、この

夏休みの数日間を

区内の福祉施設（29

箇所）でボランティ

ア体験をしました。

親子福祉体験講座が
開催されました。
　８月中下旬の夏休みに区内福祉施設・ボラ

ンティア団体で親子（14組）が福祉体験をし

ました。参加者は普段と違う体験に戸惑いな

がらも、親子揃って貴重な時間を過ごしました。
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金曜日の10：00～11：30

（ただし第５週めは除

く）に西児童館で遊

び場開放事業をやっ

ています。毎回、楽

しく開催しています。

　お友達もできるかもしれま

せん。時間内ならいつでもOK！

みんな来てね！

にしっ
こひろ
ば

やっ
てま
す!!

にしっ
こひろ
ば

やっ
てま
す!!

　10月１日から「地域の福祉、みんなで参加」

をスローガンに赤い羽根共同募金運動がはじまります。皆様のあ

たたかいご協力をよろしくお願いいたします。皆様からお寄せいただい

た募金は、高齢者・障害者・児童等、地域福祉事業の貴重な財源として活用

されます。

　郵便振込口座でも受付を行っております。（運動期間中は手数料無料）

名古屋市西区共同募金委員会    郵便００８６２－２－０１４８４０８

の使いみち

共同募金は下記のような事業で活用されます。

地域福祉推進
のために

おとしより
のために

障害のある方
のために

子どもたち
のために

　「共同募金」をテーマに、区内の小中

学生の作品のうち、入選作品を下記の

とおり展示いたします。みなさんの力

作をぜひご覧ください！

●日時　10月24日（月）～28日（金）

　　　　９:00～19:00

●場所　名古屋市中央郵便局

　　　　名古屋市西区天神山４－５

共 同 募 金

赤
い羽
根共同募

金にご協力ください赤
い羽
根共同募

金にご協力ください赤
い羽
根共同募

金にご協力ください

　福祉推進協議会活動、
ボランティア養成・研
修活動の支援、各福祉
団体への助成など

　高齢者ふれあい給食
サービス、耐震留具取
付サービス、学区敬老
事業への助成など

　障害児・者団体への
助成、おもちゃ図書館
への助成など

　子ども会への助成、
保育園事業への助成、
子育て支援事業への助
成など


