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この広報誌は皆様の賛助会費でつくられています。

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

・事業計画・予算� P.3

・ボランティア情報� P.4・5

・サロン・お知らせ� P.6

・子育て支援� P.7

・地域包括支援センター情報� P.8
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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!
福祉講演会・ボランティアのつどい にしっこひろば“もこもこ”

災害ボランティアセンター訓練 親子福祉体験講座
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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

¥2,794,967
寄付者
一　覧

内訳：個人　　　６件� 625,532円
　　　法人・団体　15件�2,169,435円

平成17年度合計金額
（平成18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17年度賛助会費報告

3,120,700円
�個人� 2,845口� 2,845,700円

�法人・団体� 27口� 275,000円

（平成17年度会費を使います）

●福祉ふれあい2006
●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
●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18年3月末日）

内　　訳

使い途

1,663,000円 569,000円 888,700円

賛助会員の種類 お申し込み・お問い合わせ先

平 成 18 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18年度賛助会員を大募集します!!�

賛助会員

みどりの会　シーキューブ㈱　榎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
山田学区地域福祉推進協議会　比良学区地域福祉推進協議会　江西学区地域福祉推進協議会
幅下学区地域福祉推進協議会　庄内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
栄生学区地域福祉推進協議会　城西学区地域福祉推進協議会　稲生学区地域福祉推進協議会
浮野学区地域福祉推進協議会　天神山中学校生徒会

団体：

個人：林　榮太郎　堀田敏行　水野亜希　生本信子　匿名　（H17.12～H18.3　敬称略、順不同）



事業計画・予算
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会費・賛助会費
2.7％

共同募金配分金
8.9％

寄付金
0.5％

市社協助成金 60.7％
市社協受託金
6.0％

介護保険収入
16.9％

積立預金取崩 2.5％

その他 0.5％

前年度繰越金 1.3％

事務所管理費等
6.0％

積立預金積立 2.5％

その他 2.3％

収　入

125,753千円

平成18年度　　　予　　　　　算

１　地域福祉活動の推進
� ・地域福祉推進協議会の活動支援� ・子育てサロン等の支援

� ・ふれあい給食サービスの支援� ・巡回型高齢者自立支援生きがい通所事業

� ・ふれあい・いきいきサロンの開設� 　（９月まで）

� 　および運営支援� ・高齢者はつらつ長寿推進事業

� ・ふれあいネットワーク活動の支援� 　（10月開始予定）

２　地域福祉活動の啓発事業
� ・広報誌「ふくし西」の発行� ・「地域福祉推進区民フォーラム」の開催

� ・ホームページの運営� ・「西区福祉ふれあい'06」の開催

３　ボランティア活動の推進
� ・サマーボランティアスクールの実施� ・福祉ボランティアグループ活動助成

� ・ボランティア体験学習事業� ・「ボランティアのつどい」の開催

� ・福祉教育の推進� ・ボランティア相談、派遣調整

� ・災害ボランティアセンターの運営協力

４　防災関連事業
� ・災害ボランティアセンターの運営協力�・防災ボランティア講習会

� ・家具転倒防止金具取付サービス事業

５　その他
� ・地域包括支援センター事業� ・車いす仕様車貸出事業

� ・児童福祉事業� ・車いす貸出事業

� ・寝具クリーニングサービス事業� ・賛助会費の加入促進

� ・障害児・者福祉事業� ・共同募金への協力など�

� ・低所得者世帯福祉事業

平成18年度 　 事 　 業 　 計 　 画

8.9％
・障害者
　　・児団体等が
　　　行う事業へ
　　　　の助成等

60.7％
・職員人件費

・地域福祉推進協議会、ふれあい給食助成金

2.7％
・寝具クリーニング
・広報誌発行
・福祉ふれあい

地域包括支援
センター
運営経費
16.9％

・子ども会
・老人クラブ
・社会奉仕

支　出

125,753千円



ボランティア情報
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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！

　イベント、いろいろな団体の紹介、ボランティア募集情報などボ

ランティアに関する情報をお伝えしています。

Q　どうすればその情報を見ることができますか？
A　西区社会福祉協議会のホームページ（http://www.nishiku-shakyo.jp）
をご覧いただくか、西区社会福祉協議会へボランティア登録をし

ていただければ各種情報を送付させていただきます。

　　 見てみるだけでも、一見の価値アリです。ぜひ一度ご覧ください!!

　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、

ぜひご活用ください。

ボランティア保険のご案内

基本プラン掛金（年間）：300円

※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用に1日だけの適用となる「行
事用保険」もあります。

　先月号ではボランティアセンターがどんなことをやっているかを

紹介させていただきました。今回はその中の「ボランティアの情報

の発信」についてをとりあげてみます。

ボランティアの情報の発信って？？ボランティアの情報の発信って？？

ボランティア保険のご案内
ボランティア活動中に、
転んでケガをした。

ボランティア活動中に、
誤って他人にケガをさせた。



おいしいギョウザの
作り方
おいしいギョウザの
作り方

ボランティア活動紹介

ボランティア情報
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ボランティア活動紹介
～今回はわんぱく会ボランティアサークルの「餃子を作ってみよう !」におじゃましてきました !!～

　会場の『かたりべハウス』（区民の方のお宅の1階の空きスペースをお借りしています）に

着くとすでに餃子のいいにおいが…。

　餃子は最初からすべて手作りで、わんぱく会ボランティアのHさんいわく「みんな出来上がっ

た物（完成形）しか見てないので、そこまでの過程が分からないんですよ。だから出来上がっ

たものが餃子だと思っているんです。餃子はどうやって作るか、その過程を今回の『餃子作り』

で知って欲しかった。それに過程を知るにしてもいつも身近にいる親からではなく地域の人＝

ボランティアの人と途中の工程（プロセス）を一緒に作っていきたかった。」との想いで、今

回の企画を実施したそうです。

　餃子づくりが初めてという方もいましたが、とてもおいしい餃子ができ、食べすぎでおなか

が苦しくなりつつも、みなさん終始わいわい楽し

そうでした。

　わんぱく会ボランティアグループは、今後も

「ブックカフェ」など、いろいろな企画を検討中

です。ボランティアさんもいつでもお待ちしてい

ます！みなさんぜひ参加してください !!

餃子づくりのようす

障がいを抱えた人たちと一緒に楽しく遊ぶ
グループです。

～わんぱく会について～

おいしいギョウザの
作り方

①　キャベツはゆでてみじん切りにし、にらは５
mm幅の小口切りにする。

②　ボウルに豚ひき肉、①のものとしょうがとにん
にくのみじん切り、しょう油大さじ１、酒大さ
じ２、砂糖・塩各小さじ３分の２を入れ、粘り
がでるまでよく練る。

③　ギョウザの皮に②のものを適量にのせて包む。

④　フライパンにサラダ油大さじ２を熱してギョウ
ザを並べ、中火弱で焼く。

⑤　焼き色がついたらギョウザの高さの３分の１ま
で水を注ぎ、ふたをして水分がとぶまで蒸し焼
きにし、サラダ油大さじ１を回し入れ、器に盛る。
（酢、しょうゆ、ラー油などでたれを作る）出来
上がり。

４人分

・豚ひき肉……………�200ｇ
・キャベツ……………�２枚（200ｇ）
・にら…………………�２束
・しょうが・にんにく……�各みじん切りで小さじ２
・ギョウザの皮………�２袋（48枚）
・しょうゆ……………�適量
酒、砂糖、塩、サラダ油、酢、ラー油、
（あれば）イタリアンパセリ少々

●　材　　料　●

作り方

わんぱく会
ボランティアサークルおすすめ！
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サロン・お知らせ

耐震留具取付
サービスの
お知らせ

地震
対策

地震
対策

地震
対策

でき
て

いま
すか
？

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18歳未
　　満の方のみの世帯
④　障害者の方がお住まい
　　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

●ご利用いただける方

　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３月まで実施しております。ご希望の方
は下記までお申し込みください。

にしっこ
Mapが
できました

い き い き ふ れ あ い サ ロ ン 紹 介
　５月11日、庄内コミュニティセンターで開催されている当学区サロンの「ふれあい手作

り教室」の取材に行ってきました。この日は、母の日にちなんで、カーネーションの造花

を参加者の皆さんで楽しくお話しをしながら作製し、途中には「よさこい鳴子踊り」と「青

い山脈」を皆でお手製のバチを叩きながら笑顔で踊り、初めから終わりまで皆さん和気藹々

と冗談を言いながら、元気に楽しく盛り上がっていました。毎月第２木曜日の午前中に上

記の場所で開催されておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。

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」

Vol.４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。今年度も子育てママ

の声を反映させるべく“保育園・幼稚園のプレ

保育や、ニューオープン情報「山田図書館」”等、

かゆいところに手が届くこだわりの内容となっ

ています。ひろく、みなさまに内容がご覧いた

だけるよう、西区社会福祉協議会ホームペー

ジ（アドレス）からダウンロードできますので、

ぜひ子育て情報収集にお役立てください。

西区社会福祉協議会

TEL532－9076　FAX532－9082

ホームアドレス http://www.nishiku-shakyo.jp



子育て支援
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にしっこひろば“もこもこ”

場所…西児童館体育室
時間…毎週金曜日　10：00～11：30　※（祝日・第５週目除く）
※体育室は冷暖房がありません。
※駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。
※児童館での児玉おもちゃ病院の開設は、６月で終了しました。

にしっこひろば“もこもこ”

内容…おしゃべりサロン
� （もしかしたらストレッチを教えてくれるかも…）

場所…枇杷島スポーツセンター　※駐車料金300円

期日…７月24日（月）　10：00～11：30
� （スポーツ保険料20円／人を受付でいただきます。）

日 に ち 内　　　　　　容

７月７日�おしゃべりサロン

７月14日�ふれあい遊び�※タオルを持ってきてください。

７月21日�紙しばいをみよう

７月28日�手遊びをしよう

８月４日�大型絵本をみよう

８月11日�おしゃべりサロン

８月18日�どろんこ遊び�※着替えを持ってきてください。

８月25日�手遊びをしよう

９月１日�おしゃべりサロン

９月８日�パネルシアター

９月15日�おしゃべりサロン

９月22日�わらべうた

子育てを、
地域ぐるみで
応援しています!!

子育てを、
地域ぐるみで
応援しています!!

　地域みんなの“宝”である子どもを育てることを、地域ぐるみで応援しないでどうするの??

　そんな、あたり前のことをあたり前にしている地域を目指して、昨年度西区内の子育て支援

関係機関があつまって、“もこもこ”が誕生しました。

　絶賛好評開催中の“もこもこ”の予定をぜひご覧いただき、一度遊びに来ませんか？

　未就園の親子であれば、その他年齢、居住地など制限は何もありません。事前予約も不要です。

どうぞ気軽にお越しください。

手遊びやおしゃべりサロン等毎回いろいろな企
画を用意しています。

内容　おしゃべりサロン
毎回、特に決まった企画はありません。たくさんのおも
ちゃとおしゃべりで自由にわいわい過ごします。
第３週児玉おもちゃ病院が開設します。壊れたおもちゃ
を直してもらえます。

場所　山田支所講堂
※駐車場は支所と共用ですので、できるだけ
　公共交通機関でお越しください。

時間　毎週月曜日
　　　10：00～11：30　※（祝日・第５週目除く）
　　　※７月のみ、24日（月）お休みで、31日（月）開催します。

にしっこサロン“もこもこ”にしっこサロン“もこもこ”



教えて
地域包括支援センター!

地域包括支援センター情報

再生紙（古紙配合率100％白色度82％）使用
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教えて
地域包括支援センター!
　介護保険制度の改正により、名古屋市では平成18年4月から高齢

者の方に関する各種相談等に応じる窓口として、市内に29ヶ所の

地域包括支援センターを設置しました。お気軽にご利用ください。

どんなことをするの？Q1

高齢者の方の日常生活の支援を行います。A
例：①介護保険で「要支援」と認定された方のケアプラン作成、要支援・要介護になるおそれ

のある方（特定高齢者）が利用する介護予防事業のプラン作成など

　　②介護保険サービスやその他保健・福祉サービスの利用に関する相談

　　③権利擁護事業、成年後見制度の利用の支援、高齢者虐待に関する相談

　　④相談内容に応じた各種情報提供や関係機関の紹介

どんな人が相談にのってくれるの？Q2

社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師などの専門職員が対応します。A

どこに相談に行けばいいの？Q3

西区内には2ヶ所設置されています。担当地域がありますので、お住まいの地域を担

当するセンターへご相談ください。

A

いつ相談にいけるの？Q4

月～金曜日の午前9時から午後5時までとなります（祝日・年末年始を除く）。

相談料は無料です。

A

名　　称 住　　　所 交 通 手 段
電話番号
（FAX） 中 学 校 区

名古屋市西区
北部地域包括
支援センター

西区天神山町3番1号

丸正ビル2階

532－9079

（532－9082）

天神山

菊井

浄心

小 学 校 区

名古屋市西区
南部地域包括
支援センター

西区市場木町157

パークサイド

なかしま1階

505－8343

（505－8345）

担 当 地 域

平田

山田

山田東

名塚

地下鉄

庄内緑地公園駅

1番出口下車

徒歩3分

市バス「押切町」
下車北300m
西税務所前
交差点
左折すぐ右手

平田、浮野、
中小田井、
山田、大野木、
比良、比良西、
稲生、庄内

榎、上名古屋、
江西、児玉、
栄生、城西、
那古野、幅下、
枇杷島、南押切


