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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

ふれあいネットワークふれあいネットワーク

お気軽にお問い合わせください

西区社会福祉協議会〒451-8508　
西区花の木二丁目18番1号
西区役所等複合施設5階

532-9076 532-9082

http://www.nishiku-shakyo.jp
nishiVC@nagoya-shakyo.or.jp

月曜日から金曜日
午前 8時 45分から
午後 5時 30分まで
（祝日・休日・年末年始を除く）

TEL FAX
Eメール

ホームページご覧下さい！ お役立ち情報いっぱいです。 名古屋市西区社会福祉協議会

曜日から金曜日
8時 45分から
5時 30分まで
・休日・年末年始を除く）

福祉協議会福祉協議会福祉協議会福祉協議会 検 索

今号の内容
・西区のみんなを幸せにするしくみ！！　
赤い羽根共同募金

・西区社会福祉協議会からのお知らせ
・いきいき支援センターからのお知らせ
・事務局だより
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西区のみんなを幸せにするしくみ！！

10月1日から全国一斉に共同募金運動が始まりました。
赤い羽根共同募金は、西区内の子どもたち、高齢者、障害者

などを支援する様々な福祉活動に役立てられています。
皆様からお寄せいただいた募金の約７５％が、西区の福祉活

動に使われる「じぶんの町をよくするしくみ」です。
本年も皆様からのあたたかいご協力をよろしくお願いします！！

平成28年度
共同募金目標額

14,563,000 円

一般募金目標額
……14,139,000 円
歳末募金目標額
…………424,000 円

上の写真は10/3、 上小田井駅前での街頭募金

み！！

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

ヨシヅヤ名西店 ●10月22日（土） 10：30～
イオンワンダーシティ店 ●11月13日（日） 11：00～
イオンタウン名西 ●11月13日（日） 11：00～

街頭
募金
の予定

ふれあい・
いきいき
サロン

地域
ふれあい
事業

比良すみれ
保育園

ふれあい・いきいきサロン
（サロン癒）

敬老の日
プレゼント（　　　）

★共同募金の配
分金が、こ

んなところでお役に立っています

西区の障害福祉施設を
めぐってみよう！ 10：00～11：00

第22回
西区ボランティアまつり

❶



おいでませ！！ 天神山福祉会館へ

当会館新規イベントです。
参加して一日を楽しくお過ごしください！

●天神山福祉会館は市内にお住いの６０歳以上の方にご利用いただけます。
はじめてご利用いただく際には、お住いの区の福祉会館で上記が証明できる
書類（免許証・健康保険証等）をご提示いただき、「利用証」を作成願います。

天神山福祉会館天神山福祉会館についての詳しい情報はホームページをご覧ください▶
所在地：西区花の木三丁目18-12　TEL ５3１－0023　FAX ５2１－3369 検 索

日 時

参加申込
定 員

あそぶの大好き　えがおが大好き　にしじどうかん
名古屋市西児童館（地域子育て支援拠点）

名古屋市西児童館西児童館についての詳しい情報はホームページをご覧ください▶
所在地：西区花の木二丁目１０-７　TEL・FAX　５２１－７３８２

の方にご利用いただけます。
福祉会館で上記が証明できる

検 索

児童館は
０歳から１８歳までの
子どもとその保護者を
対象にした施設です。

11月29日（火）
午前9:30～午後4:00
11月1日（火）～22日（火）
午前・午後 各25名先着順
受付にて申込用紙を記入ください。

名古屋市西児童館（地域子育て支援拠点）

今年も開催！「もちつき大会！」今年も開催！「もちつき大会！」

２7年度（11月29日）の餅つきの様子です２7年度（11月29日）の餅つきの様子です２7年度（11月29日）の餅つきの様子です

平成28年11月27日（日）
午前１１：００～午後１：００　
チケット販売は午前１０：３０～
※雨天決行
幼児～小中高校生
先着１００名（子ども優先）
※幼児は要保護者同伴
１００円
名古屋市西児童館 グラウンド

日時

対象

費用
場所
※当日自由参加。申込不要です。

毎年の恒例行事となった「もちつき大会」。
子どもたちが杵を持ってもちつき体験が
でき、たいへん喜ばれています。
今年も左記詳細のとおり開催します。
幼児さんから参加いただけますので、
お友達同士やご家族でぜひ遊びに来て
くださいね。
みんなでついた、つきたてのお餅をおい
しくいただきましょう！

コーヒーを飲みながら皆で楽しいひと時をすごします
日時 毎月第２・４月曜日 午前10：00～正午

日 時 10月28日（金）午前9：30～午後4：00まで

サロンルームを開放します。自由に楽しんでください
日時 毎週月・金曜日 午前9：00～正午

「天神山サロン」

「自由サロン」

日 時

場 所 

10月27日（木）午前10：00から　
翌日10月28日（金）午後2：00まで
天神山福祉会館1階　多目的室

華道展

自
由
参
加
・
無
料

どなたでも観覧出来ます

祉会館へ

！

●天神山福祉会館は市内にお住
はじめてご利用いただく際には
書類（免許証・健康保険証等）を

火）
着順
ださい。

日 時

場 所

ちょっとよって
ゆっくりしてきゃあ
ちょっとよって
ゆっくりしてきゃあ
ちょっとよって
ゆっくりしてきゃあ

高齢だからと言って
家に閉じこもってはいませんか？
楽しくイキイキ出来ること
一緒に探しましょう！！

現在西区では、高齢者や子育てサロン等、多くのサロンが開催されており（約65カ所）だれもが楽しく気軽に
参加できる「地域の居場所」として大きな役割をはたしています。
これからも、西区のサロンが活性化し発展していくために、情報交換と交流の場として交流会を開催いたします。

平成28年11月28日（月）　午後1時30分～午後4時00分
西区役所　講堂（西区花の木二丁目18番１号 西区役所等複合庁舎5階）
西区内で高齢者・障がい者、子育て中の親子などの皆さんを対象に活動を行っている方、サロン活動に関心のある方
第１部：サロンについての情報提供
第２部：みんなで語ろうサロンのあれこれ! サロン交流会
100名（各団体３名まで）

日　時
場　所
対　象

内　容

定　員

現在西区では 高齢者や子育てサロン等 多くのサロンが開催されており（約65カ所
ふれあい・いきいきサロン交流会のお知らせふれあい・いきいきサロン交流会のお知らせ

申込・問合せ先 西区社会福祉協議会　TEL 532-9076　FAX 532-9082　〒451-8508 名古屋市西区花の木二丁目18番 1号

主催：西区社会福祉協議会 第三次地域活動計画関連事業

※詳細については西区社会福祉協議会に
　お問合せください。

成年後見制度を知ろう ～いざという時のために～成年後見制度を知ろう ～いざという時のために～

巡回無料法律相談巡回無料法律相談

スマイルサロンの様子

地域活動きっかけ講座地域活動きっかけ講座

西区南部いきいき支援センター西区南部いきいき支援センター

分　室分　室

西区北部いきいき支援センター西区北部いきいき支援センター

ふ
れ
あ

いネ
ットワーク

西区社会福祉協議会からのお知らせ
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今年も開催！「もちつき大会！」

２7年度（11月29日）の餅つきの様子です

ちょっとよって
ゆっくりしてきゃあ
ちょっとよって
ゆっくりしてきゃあ

ふれあい・いきいきサロン交流会のお知らせ

今年の4月、稲生学区に高齢者を対象とした「スマイルサロン」がスタートしました。
このサロンを立ち上げた森さんは、第3次地域福祉活動計画の策定と取り組みに住
民の立場から積極的に参加され、サロン担い手交流会など事業の運営にご協力いただいています。森さんにサロン立ち上げの経緯を
うかがうと、「高齢者の方が元気で明るく過ごしてほしいと考え、自分に何ができるかと思いサロンを立ち上げました」と熱い想いを
語ってくださいました。
訪問した日は、西区役所の福祉課の職員の方を招いての勉強会で、一人暮らし高

齢者の方が活用できる制度や新しい総合事業についての説明に、皆さん真剣に耳を
傾け、質問され、関心の高い様子がうかがえました。
また、誕生日のお祝いを毎月されているとのことで、誕生月の方は名前を呼ばれる

と少し照れくさそうな笑顔でお礼を言ってみえました。
近所のお仲間に囲まれて誕生日を祝ってもらえる集いの場が地域にあることはとて

も素敵だなぁとあったかい気持ちになりました。このようなサロンがこれからも増えて
ほしいと思いました。

天神山・菊井・浄心・名塚中学校区にお住いの方

電話 ５０５－８３４３　FAX　505－8345

成年後見制度を知ろう ～いざという時のために～成年後見制度を知ろう ～いざという時のために～成年後見制度を知ろう ～いざという時のために～

巡回無料法律相談巡回無料法律相談巡回無料法律相談

「スマイルサロン」File N0.5

象と
、第

民の立場から積極的に参加され サロン

e 

今年の4月、稲生学区に高齢者を対象
このサロンを立ち上げた森さんは、

Fileふれあいサロンふれあいサロン

探 訪 記探 訪 記 毎月第4火曜日 10：00～11：30
稲生コミニュティセンター

日時
場所

時 間
対 象

申 込

13：30～16：30
高齢者・障害者・
またはそのご家族
1週間前までに該当の
いきいき支援センターへ
窓口か電話にて予約

地域のちょっとした困りごと支援やボランティア活動、
そして認知症について一緒に考えるきっかけづくりの講座です。

相談１件につき３０分の予定です。
無料相談は資産基準内であること
が条件です。

平成29年1月20日(金) 13：30～15：00
西区在宅サービスセンター
どなたでも
50名
西区南部いきいき支援センター

28年度日程 場　所

11月14日（月）
12月12日（月）

H29 1月16日（月）
H29 2月13日（月）
H29 3月13日（月）

南 部
北 部
南 部
北 部
南 部

日 時
場 所
対 象
定 員
申 込

①平成28年12月7日(水)
②平成29年3月15日(水)
※①②どちらも同じ内容です
13：30～15：30
天神山福祉会館 多目的室

どなたでも
30名
天神山福祉会館
TEL 531-0023

対 象
定 員
申 込

名古屋市成年後見あんしんセンター巡回セミナー

社会福祉協議会・いきいき支援センター共催 法テラス愛知

★セミナー終了後は個別相談会を開催します

スマイルサロンの様子スマイルサロンの様子

!

地域活動きっかけ講座地域活動きっかけ講座地域活動きっかけ講座

参加費
無料

日にち

時 間
場 所

いきいき支援センターでは 西区南部いきいき支援センター西区南部いきいき支援センター西区南部いきいき支援センター西区南部いきいき支援センター西区南部いきいき支援センター

分　室分　室分　室分　室分　室
電話 ５３２－９０７９　FAX　532－9020

電話 562－5775　FAX  562－5776

西区花の木 2-18-1　
西区役所等複合施設 5階

西区菊井 2-2-3 
アーバネス菊井ビル 2 階

●介護予防に関すること
●虐待や消費者被害など権利擁護に関すること
●健康・福祉・介護などの総合的な相談
●認知症高齢者を介護する家族の支援

など高齢者の皆様のご相談に応じています。
詳しくは右記のセンターにお気軽にお問い
合わせください。

西区北部いきいき支援センター西区北部いきいき支援センター西区北部いきいき支援センター西区北部いきいき支援センター西区北部いきいき支援センター 西区市場木町157　
パークサイドなかしま1階

平田・山田・山田東中学校区にお住いの方

天神山・菊井・浄心・名塚中学校区にお住いの方

電話 ５０５－８３４３　FAX　505－8345

西区社会福祉協議会からのお知らせ
ふれあいネットワ

ー
ク

いきいき支援センターからのお知らせ
ふれ
あいネットワ

ー
ク
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赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

事務局だより
ふ
れ
あ

いネ
ットワーク

ありがとうございました
平成28年5月～平成28年8月末日現在

ご寄附
ご協賛

　皆様からいただきました寄附金等は、西区の
地域福祉の推進に活用させていただきます。
　お祝い事や香典返しなどにかえてのご寄附も
お待ちしております。あいさつ状の作成など、
ご相談に応じて行っております。（順不同・敬称略）

寄　附

現金：  242,102円

・西区仏教会
・名古屋ヤクルト販売株式会社

・西区遊技場防犯組合
・匿名１名

ありがとうございました
平成28年5月～

ご寄附 現金： 242
区仏教会 区遊技場

西区内の保育園・学童保育所・子育てサ
ロン・サークルや高齢者、障がい者福祉施
設で実施するクリスマス会にボランティア
扮するサンタクロースやトナカイが出張し
ます。

募集対象

活動時期
活動時間

費 用
活動内容

西区内の福祉施設や西区で活動する
子育てサロン・サークル
１0月～１２月
土日・祝日を除く午前９時～午後５時まで
(相談に応じます)
派遣一回につき300円（交通費等）
施設・子育てサロンなどで行うクリスマ
スパーティでプレゼントの配付をしたり、
写真撮影などを行います。
  手品などのパフォーマンスは行いません。
  プレゼントは依頼者側にてご用意ください。

実施日の一週間前までに電話にてお申込
みください。（12月15日〆切）
活動依頼が重なる場合は先着順にて承り
ます。

問合せ・申込み先 西区社会福祉協議会　TEL 532-9076 問合せ先 西区障害者基幹相談支援センター　TEL 504-2102

みん
なで いっしょに

た
の

しもうフェスティ
バ

ル

   主

催：西区自立支援連絡協議会・
西区
役所

西
区の

障害
ふくしを

　　もりあげ隊

障害福祉施設の地域交流事業
西区の障害福祉施設を
めぐってみよう！
西区の障害福祉施設を
めぐってみよう！

ボランティアまつりは、西区内のボランティア団体が地域住民のみなさんに遊びを通して楽しみながら、ボランティアをより
身近に感じてもらいたく企画・開催しております。
ご協賛いただいた物品はボランティアまつりにて活用させていただき、まつりチラシ・当日プログラム・西区ボランティアだよ
り・まつり開会式にて協賛企業の紹介をさせていただきます。まつりへの皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

昨年はボランティア団体による体験ブー
ス・NPO法人によるAEDデモンストレー
ションや体験コーナー、協賛企業でもある
中北薬品さんによる健康チェックブース
などを行い、300名を超える区民の方にご
来場いただきました！

10：00～11：0010：00～11：00
受付

ロン
設で
扮す
ます

募集対象

活動時期
活動時間

費 用
活動内容

問合せ・申込み先

日時  12月3日(土)　11:00～14:30
場所  西区役所　2階講堂＆1階も～やっこ広場

内容  歌とダンス、バンド演奏、合唱、のど自慢大会　　  大も～やっこ市場、授産製品のPRタイムあり！

11月12日(土) 10:00～12:00

11月19日(土) 10:00～12:00

名古屋厚生会館ワークス

よつ葉作業所（よつ葉レストラン）

西区内の障害福祉施設や事業所をめぐり、クイズに答えよう！
参加賞もあるよ。

内
容

申し込み
不要

※ゴールは両日共に西区役所です。

（市バス済生会リハビリ病院バス停徒歩1分）

（市バス鳥見町バス停徒歩2分）

参加費
無料

日　時 クイズラリーの受付場所

日時
場所

内容

問合せ先 西区社会福祉協議会　TEL 532-9076　FAX 532-9082
※ご協賛いただける際は職員がお伺いさせていただきます。
　詳細は右記までお問い合わせください。

★ボランティアまつりにて協賛品をご協力いただける企業を募集しています。

平成29年3月4日(土) 10：00～14：00
西区役所１階も～やっこ広場・2階講堂
5階在宅サービスセンター
ボランティア団体による体験ブース、
福祉施設の授産製品の販売、
参加型プログラム など

スタンプラリーに参加して
素敵なプレゼントを
ゲットしよう！

第22回第22回
西区ボランティアまつり西区ボランティアまつり

27年度
ご協賛企業(順不同)

カクダイ製菓 様
安部製菓 様
中北薬品 様
伊奴神社 様
春日井製菓 様
いちい信用金庫 様
瀬戸信用金庫 様
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