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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

交通の
ご案内

地下鉄
・「浄心」駅
　4番出口
　南西へ150m
・「浅間町」駅
　4番出口
　北西へ600m

市バス
・「西区役所」停
　西へ100m
・「浄心町」停
　南へ200m

駐車場有り
ホームページご覧ください！ 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
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今号の内容

車いすを無料で
　貸し出します！
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世代間交流「吹き矢体験」
はじまります！も～やっこサロンdeサロン

画に取り組んでいます！
名古屋市西区社会福祉協議会
第３次地域福祉活動計画に取り組んでいます！画に取り組んでいます！
名古屋市西区社会福祉協議会
第３次地域福祉活動計画に取り組んでいます！第第第第第第第第第第

※詳しくは、本会まで電話・FAXにてお問い合わせ、または、本会窓口配架のチラシをご覧ください。

昨年のサロン担い手交流会の様子昨年のサロン担い手交流会の様子昨年のサロン担い手交流会の様子昨年のサロン担い手交流会の様子

サロンとは、地域住民の皆さんが楽しく集い、
交流できる地域のたまり場です。西区内のさまざ
まなサロン運営者の皆さんが集い、情報交換な
どの交流を行うことで、より地域の支えあいの輪
を広げることを目的として、サロン運営者向けサ
ロン『も～やっこサロンdeサロン』をはじめるこ
ととなりました。
このサロンは、他の運営者の話を聞いたり、講
師を呼んでサロンに活かせるようなプログラム
をお伝えしたり、あるいは、運営上での悩みなど
を相談する場です。
サロンを運営されている方、運営に興味のある
方、是非ご参加ください。

西区北部いきいき支援センター会議室
西区市場木町157番地

平成29年 7月21日（金）

9月15日（金）

11月17日（金）

平成30年 1月19日（金）

西区在宅サービスセンター研修室
西区花の木2-18-1（西区役所5階）

平成29年 6月15日（木）
8月21日（月）
10月18日（水）
12月23日（祝）

平成30年 2月06日（火）

※西区役所
　講堂

午後1時30分から午後3時まで
西区社会福祉協議会 地域福祉活動計画推進チーム
　　　　　　　　　　　　　　　（※生活支援連絡会）
西区北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
西区地域包括ケア推進会議

平成29年度日程

時間

共催 チーム

ンン

ンター会議室

参加費無料
費費費費費費参参参参参参参参 費費費費費費参加費参 費参加費参加費無料無料無料無無料無料

参加費無料
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西児童館・天神山福祉会館からのお知らせ

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

おれんじドア 無料法律相談無料法律相談

も～やっこなごや

平成２8年度マイクロなごやでの
こどもたちの様子

平成２8年度マイクロなごやでの
こどもたちの様子

こど も の まち

あそぶの大好き  えがおが大好き  にしじどうかん

西児童館では毎年、こどものまちづ
くり事業「マイクロなごや」を開催して
います。子どもたちのアイディアの飲
食店やゲーム屋などのお店、銀行やハ
ローワークなどを館内に開き、そこで
働いて仮想のお金を貯め、貯めたお
金で買い物やゲームを楽しみます。
※今年のマイクロなごやは、９月２日

（土）、３日（日）を予定。

現在、こども実行委員を募集し、今年のマイクロなご
やの進め方についてこども会議を行っています。こども
実行委員をやってみたい人は、ぜひ「マイクロなごや会
議」にお越しください！！

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 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。 こどもスタッフ大募集！こどもスタッフ大募集！こどもスタッフ大募集！
みんなでたのしい「まち」を　

つくりませんか？
みんなでたのしい「まち」を　

つくりませんか？

 第１回  ６月１7日（土）
 第２回  ７月22日（土）
 第３回  ７月２7日（木）
 第４回  ８月0９日（水）

 第5回  8月１7日（木）
 第6回  8月22日（火）
 第7回  8月31日（木）

※時間については、いずれも午後２時～３時半

 対象 小中高校生 3０名
 費用 無料  　場所 クラブ室

今年も開催！今年も開催！
9/2土・3日（予定）9/2土・3日（予定）

申込は６月１１日（日）午前１０時～です。（電話申込可）マ
イ
ク
ロ
な
ご
や
会
議
の
詳
細

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

西児童館  利用時間　午前８時４５分～午後５時（ナイト児童館実施日(毎週木曜日)は利用対象者のみ午後８時まで）
 休　館　日　月曜日・祝日・１２月２９日～１月３日　＊月曜日が祝日の場合は、火曜日も休館日となります。
 　　　　　　＊市立の小中学校が夏休み・冬休み・春休み期間中は、日曜日が休館日となり、月曜日は開館します。
 利　用　料　原則無料　＊クラブは材料費等の会費が必要。その他、行事に参加費用がかかる場合があります。
 アクセス　地下鉄鶴舞線「浄心」駅５番出口南西へ約600メートル、市バス「天神山」下車

駐車場がございませんので、お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

名古屋市西児童館は、
名古屋市西区社会福祉協議会が、
管理・運営しています。

参加者の対象は
小学生～高校生

地域子育て
支援拠点

おいでませ！！ 天神山福祉会館へ
●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（敬老手帳・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

高齢だからと言って家に閉じこもってはいませんか？
楽しいくイキイキ出来ること一緒に探しましょう！！

「認知症予防教室」
～軽運動をした後、楽しく認知症予防講座～
内 容
日 時

申 込
募集人員

コグニサイズ運動・絵手紙・カラオケ
10月～3月 週1日6ヶ月 全24回受講
（火・水・木曜日の希望日）10：00～12：00
8月21日～9月13日　抽選
各曜日12名　無料（教材費必要）

「認知症リーダー養成講座」
～地域で活躍する認知症予防・啓発リーダーの養成講座～
内 容
日 時

申 込
募集人員

養成講座・活動内容・フォローアップ
10月～11月 週1日2ヶ月 全8回
水曜日13：00～15：00
8月21日～9月13日　抽選
5名　無料

「天神山サロン」 「自由サロン」

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

10：00～12：00

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

9：00～12：00

ちょっとよって ゆっくりしてきゃちょっとよって ゆっくりしてきゃちょっとよって ゆっくりしてきゃ
受講生
募集！

受講生
募集！

自由参加 無　料 自由参加 無　料

駐車場がございませんので、お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
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ク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。

天神山・菊井・浄心・名塚中学校区にお住いの方

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
電話 ５０５－８３４３　FAX　505－8345

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

ご本人のための もの忘れ相談窓口

アおれんじドアおれんじドアドアドアおれんじドおれんじドおれんじドアおれんじドアおれんじドア 無料法律相談無料法律相談無料法律相談

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

2 9年度日程 場　所

平成29年 7月10日（月）
8月14日（月）
9月25日（月）
10月16日（月）
11月13日（月）
12月11日（月）

平成30年 1月15日（月）
 2月19日（月）
 3月12日（月）

北　部
南　部
北　部
南　部
北　部
南　部
北　部
南　部
北　部

主催：愛知県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター
　　　日本司法支援センター（法テラス）愛知地方事務所

（相談1件につき30分の予定です。）

（無料相談は資力基準内であることが条件です。）

その悩みごと、弁護士に相談してみませんか？

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

高齢者の
ための

わたしは51歳の時に認知症と診断され、将来への不安で
とても落ち込みました。でも、同じ認知症の当事者と出会う
中で「ひとりじゃない」「前向きに明るく生きていこう」と思え
るようになりました。
認知症と診断され、不安でいっぱいの人、閉じこもりがち

になってしまっている人、まだまだたくさんいると思います。
そんな人たちに元気になってもらいたい、外に出てきてもら
いたい、そんな思いで「おれんじドアも～やっこなごや」を始
めることにしました。

（おれんじドアも～やっこなごや代表 山田 真由美）

6月17日(土)、7月15日(土)、8月26日(土)、9月16日(土)、10月21日(土)
午後1時30分～3時30分　　　　　　無料
名古屋市西区在宅サービスセンター （名古屋市西区花の木2丁目18-1 西区役所5階）
認知症と診断を受けたご本人とそのご家族
下記いきいき支援センター

●●●  おれんじドアでは、当事者同士の“出会い”を大切にしています。 ●●●

も～やっこなごややっこなごやも～やっこなごやも～やっこなごやも～やっこなごやも～やっこなごやも～やっこなごや

開催日
時 間
場 所
対 象
問合せ

費 用

平成29年度
名古屋市西区認知症専門部会事業

「サロン癒」File N0.7

新緑の爽やかな5月2日、浮野町の「サロン癒」へお邪魔しました。
建て替えられた平田住宅は、まるで白亜の城のようでびっくりしました。
住宅内にある浮野コミュニティセンターで開かれているサロンに一歩足を踏み入れた途端、元気で
活気に満ち溢れた参加者の賑やかな笑顔が飛び込んできました。
毎月第1火曜日は手づくり教室の日で、手工作の高木先生と辻先生が講師で来てくださっています。取材

に伺った日は「母の日」に合わせ、和紙で作ったカーネーションの色紙づくりを行っていました。
運営者の青木さんは、「平田住宅も高齢化は避けられず、閉じこもりや孤立をなくそうと行政や自治会、

そして地域の方たちの理解と協力を得て、平成20年11月に開所して今年９年を迎えました。サロン癒のユ
ニークなところは運営のボランティアを参加者全員で順番に行っているところです。参加者のみなさんが
主体となっているので、いきいきとしています。プログラムもバス旅行やコミセンでの映画会もあり、バラ
エティに富んでいます。いろいろ考えることで脳の活性化も目指しています。」とお話しされていました。
私も理想とするサロン運営に触れさせていただいて、大いに勉強になりました。

第3次地域福祉
活動計画推進チームの
山田さんが取材しました。

e 

緑の
て替
住宅
活気に満活動計画推進チームの

が

File

新緑
建て
住宅第3次地域福祉

活動計 推進

ふれあいサロンふれあいサロン

探 訪 記探 訪 記
毎月第1・3火曜日 10:00～12:00
浮野コミュニティセンター

日時
場所

いやし

平成２8年度マイクロなごやでの
こどもたちの様子

こどもスタッフ大募集！こどもスタッフ大募集！
みんなでたのしい「まち」を　

つくりませんか？
今年も開催！

9/2土・3日（予定）

ちょっとよって ゆっくりしてきゃちょっとよって ゆっくりしてきゃ

❸



事務局だより
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ありがとうございました
平成29年1月～平成29年4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

名古屋市西区社会福祉協議会

賛 助 会 員 募 集
個人会員 会費年額

1口 1,000円（ 　　）

法人・団体会員 会費年額
1口 10,000円（ 　　）

平成２8年度の実績…………………………２,836,500円
個　　　人　　　2,827口
法人・団体　　　　　1口

…………………２,826,50０ 円
………………………10,000円

夏休み中に施設でのボランティア体験を通して、中高生の皆さん
にボランティア活動のきっかけづくりをしていただく事業です。
昨年に引き続き、１日だけの体験コースもあります。
詳しくは、西区社会福祉協議会までお問い合わせください。

自操用8台、介助用２台があります。

貸出期間：1週間以内
西区内で在住・在勤・在学の方が対象で
すが、他に貸出制限がありますので事
前にお問い合わせください。
お気軽にご利用ください！

① 西区内に在住・在学の中学生・高校生
② Aコースは、全日程に参加できる方
300円（ボランティア活動保険代）

Aコース：30名　　Bコース：20名
申込用紙に記入し持参または郵送
平成29年6月5日（月）～7月14日（金）必着

参加対象
　　　　
参 加 費

定 員
申込方法
申込期間

車いすを無料で
　貸し出します！
車いすを無料で
　貸し出します！

★賛
助会費で行われている事業です★賛
助会費で行われている事業です

① 直接本会事務所まで会費をお持ちいただくか、②下記口座へお振込みください。
①社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会　　　
　〒４５１－８５０８　名古屋市西区花の木二丁目１８番１号 西区役所 5階 在宅サービスセンター内
　TEL５３２－９０７６　　FAX５３２－９０８２

②三菱東京UFJ 銀行 浄心支店 普通預金 １２３４１２４ 社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会 会費口

＊賛助会員は、皆さまの自由なご意思でご参加いただくものです。

内容および日時

「障がい」ってなんだろう
車いす体験を通して考えてみよう
平成29年７月28日（金）13:30～15:30

体験学習　― ボランティア体験 ―
※日程は各施設によって異なります。

西区在宅サービスセンター　研修室
（西区役所5階）

西区在宅サービスセンター　研修室
（西区役所5階）

区内福祉施設

会　場

Aコース （1日目）　
Bコース

Aコース （施設体験）

Aコース 最終日

お申し込み
方法

振り返り　― ワークショップ ー
平成29年8月29日（火）13:30～15:30

現金：  280,917円

・株式会社奈良商店
・シーキューブ株式会社

参加者募集！！
201

7サマーボランティアスクールサマーボランティアスクール

ふくしの
まちづくりに
ご協力ください！！

西区社会福祉協議会では、「賛助会員」を募集
しています。「賛助会員」制度とは、区民の皆さまに
会員になっていただき、その会費を財源に様々な
事業に取り組み、地域福祉の推進を図る制度です。
皆さまのやさしいお気持ちを、ふくしのまちづくり

にお寄せください。

問合せ先 西区社会福祉協議会　TEL 532-9076　FAX 532-9082

西区社会福祉協議会
TEL 532-9076　FAX 532-9082

問合せ先

・名古屋ヤクルト販売株式会社
・匿名3名

験 ―

画に取り組んでいます！画に取り組んでいます！

昨年のサロン担い手交流会の様子昨年のサロン担い手交流会の様子昨年のサロン担い手交流会の様子

❹
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