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この広報誌は皆さま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

8：45～17：30
（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

曜日から金曜日
：45～17：30
・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
・じぶんの町〈西区〉をよくするしくみ。
　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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地下鉄
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　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
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・「浄心町」停
　南へ200m

駐車場有り

じぶんの町〈西区〉をよくするしくみ。

平成29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10/2、 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

ヨシヅヤ名西店 ●10月28日（土） 10：30～
イオンタウン名西 ●11月12日（日） 11：00～
イオンワンダーシティ店 ●11月26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

ニコニコ仲間・
ニコニコカフェ歌声サロン

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

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、子ども、高齢者、障がい者などを支援する
様々な福祉活動に役立てられています。
西区内で集められた募金の約７０％は、西区の福祉活動に使わ
れ、残りの約３０％が、愛知県内における市区町村を超えた広域的
な課題を解決するための活動に使われます。
本年も、皆さまからのあたたかいご協力をよろしくお願いします！！

「地域の中での
声のかけ方を学ぼう」

参加費
無料

第23回

＝名古屋市西区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画関連事業＝

昨年度の講座の様子

スマイルサポーターとは・・・スマイルサポーターとは・・・

西区ボランティアまつり

❶



初回のカード登録のみで、予約なし・無料でいつでも気軽にご利用できます。

おいでませ！！ 天神山福祉会館へ

天神山カラオケ大会

●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

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 ５2１－7382　FAX ５08－6689

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。

平成29年11月29日（水）
9:30～15:00
11月1日（水）～18日（土）
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。

「天神山★健康まつり」

今年も開催！「もちつき大会！」今年も開催！「もちつき大会！」

２8年度のもちつきの様子です２8年度のもちつきの様子です２8年度のもちつきの様子です

平成29年11月26日（日）
１１：００～13：００　
チケット販売は１０：３０～
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 体育室
伝承あそび クラブ室

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！色々な
伝承遊びも楽しめますよ。

日 時

平成29年10月26日（木）10：00から
翌日10月27日（金）14：00まで華道展

おたのしみ演芸会
どなたでも観覧出来ます

●健康講話
●各種測定機器体験コーナー
　（9：30までに50名受付）
●喫茶コーナーや健康飲料の試飲会（10時～１１時まで）
●理学療法士先生による「みんなで一緒に体操」

「津軽三味線演奏会」
チーム「啝胤」による唄と三味線

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！！

日 時 平成29年10月30日（月）9：30～15：00まで

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

参加して
一日を楽しく
お過ごし
ください！

健康をテーマに
一日たのしもう！

日時

　　　 平成29年10月27日（金）
　　　 9：30～16：00まで
　　　 平成29年10月27日（金）
　　　 9：30～16：00まで
日時

秋ののおお祭祭祭祭秋ののお祭祭秋秋ののおお祭祭秋のお祭祭秋のお祭祭祭祭秋のお祭祭秋 お祭秋秋ののおお祭祭祭祭祭秋のお祭
イベント特集
秋のお祭

イベント特集
秋のお祭

イベント特集

あそぶの大好き　えがおが大好き　にしじどうかん

閲覧自由

平成29年11月30日（木）13：30開演平成29年11月30日（木）13：30開演

「一人ひとりがみんなを大切にしあえる、笑顔あふれるまち西区」
西区内在住・在学・在勤の方
ポスター部門 規格：四つ切画用紙大（約３９㎝×５４㎝）
標語部門 規格：Ａ５（約１５㎝×２１㎝　縦書きにしてください。）
※作品は未発表のもので一部門一点まで応募可　※応募作品は返却不可
平成２９年１１月１３日（月）～１２月１５日（金）当日消印有効
ポスターと標語には、氏名（ペンネーム）、住所、連絡先を別添の上、下記へ持参または郵送してください。
各部門で最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作３点を、平成３０年１月上旬に西区社会福祉協議会ホームページで発表します。

テーマ
応募資格

応募作品

応募期間
応募方法
入賞発表

みんなで描こう 笑顔あふれる西区 ポスター＆標語募集みんなで描こう 笑顔あふれる西区 ポスター＆標語募集

応募・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 西区役所5階

＝名古屋市西区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画関連事業＝

最優秀賞には
賞状と副賞の授与あり

（先着300名様に参加賞あり）

天神山サロンの様子

もーやっこ体操サロンもーやっこ体操サロン

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

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！」

２8年度のもちつきの様子です

ちょっとよって
ゆっくりしてきゃあ

　　　 平成29年10月27日（金）
　　　 9：30～16：00まで 秋のお祭

イベント特集
秋のお祭

イベント特集

平成29年11月30日（木）13：30開演

みんなで描こう 笑顔あふれる西区 ポスター＆標語募集

天神山サロンは盛況と伺っていましたが、想像を上回る大勢の参加者に驚きました。
黒いカーテンで三方を囲む演出が生きて、多目的ルームが別の空間に…
たっぷり時間を取ったコーヒータイムで、気楽にお喋りをした後、当館自慢の通信カラオケ機の映像を
観ながらのストレッチ体操は、童謡や民謡などのBGMに全員がノリノリ9( ᐛ )9و( ᐛ )و
ビンゴでは、景品が当たっても当たらなくても気分は満たされ、声援を掛け合うお互いは、旧来の友人
同士の様でした。
懐かしソングのコーラスで

サロンは一体感に包まれ、
あっと言う間の二時間でし
た。タイムスケジュール通りの
絶妙な構成に感動と脱帽の
思いでサロンを後にしまし
た。スタッフの皆さま、有難う
ございましたm(._.)m

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

「天神山サロン」File N0.8
毎月第2・4月曜日 10：00～12：00
天神山福祉会館

日時
場所

認知症を予防するには脳の訓練だけでは不十分で
す。あるデータでは歩行速度や筋力、日常の活動量
が低くなるほど脳の機能が低下
しやすいと言われています。
もーやっこ体操サロンでは脳と
一緒にカラダも鍛えるプログラ
ムを実践します。一緒に楽しみ
ながら認知症を予防しましょう。

天神山サロンの様子天神山サロンの様子

もーやっこ体操サロンもーやっこ体操サロンもーやっこ体操サロン

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

第２・４金曜日　1部13：30～14：30／2部15：00～16：00
※１部と２部は同じ内容です
西区役所５階在宅サービスセンター研修室
１回３００円
タオル・飲み物　
野呂朋洋氏（介護予防運動指導員、コグニサイズ指導者）
予約は不要です。
１部と２部どちらかご都合のよい方にご参加ください。
鍼灸治療室ガイアそうこ

日 時

場 所
参加費
持ち物
講 師
申 込

主 催

南部いきいき支援センター：１１月１６日(木)
北部いきいき支援センター：１２月２０日(水)
１４:００～１５:３０
地域住民の皆さま（どなたでも参加できます）
無料

日にち

時 間
対 象
参加費

★出張での講座もお受けします。

←

修了者へは「認知症
サポーター」の証と
してオレンジリング
をさしあげます。

神山
いカ
っぷ
がら
ビンゴ

e 

天神
黒い
たっ
観なが
ビン

Fileふれあいサロンふれあいサロン

探 訪 記探 訪 記

認知症サポーターの目印

頭とカラダをパワーアップ

グニサイズ指導者）

参加くださ

／2部

修

グ

部15：00

修室

グニサイズ指導者）

0～16：00

第3次地域福祉
活動計画推進チームの
武藤さんが取材しました。

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29年5月～平成29年8月末日現在

ご寄附
ご協賛

　皆さま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：  254,169円

・名古屋市西区遊技場防犯組合
・西区佛教会

・名古屋ヤクルト販売株式会社
・匿名１名

ありがとうございました
平成29年5月～

ご寄附 現金： 254
名古屋市 区遊技場防犯組合 名古屋ヤ

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500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

「地域の中での
声のかけ方を学ぼう」
「地域の中での
声のかけ方を学ぼう」

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  平成29年11月18日（土）　１３:３０～１５:３０
講 師  中北薬品㈱マナーインストラクター部
場 所  西区社会福祉協議会　研修室
定 員  ５０名（初参加の方大歓迎！）

申 込  １１月１５日（水）までに西区社会福祉協議会へ　　  電話、FAX、電子メールにて申込。

参加費
無料
参加費
無料

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

平成30年3月3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23回第23回

やさしいまち西区をめざす福祉講座

＝名古屋市西区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画関連事業＝＝名古屋市西区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画関連事業＝

参加者
募集

道に迷っている高齢者、赤ちゃん連れでベビーカーを
持ち階段を昇るお母さん…。まちの中でこんな場面に遭
遇したらあなたらならどうしますか？
日常生活の場面でお互い様の気持ちで出来る行動に
ついて考え、一緒に取り組んでみませんか。

問合せ・申込み先

メール nishiVC@nagoya-shakyo.or.jp
TEL 532-9076　FAX 532-9082

西区社会福祉協議会

スマイル
サポーター
養成講座

一人ひとりがお互いを気
遣い大切にしあえるような
「笑顔あふれる明るいまち」
を目指し、地域で困ってい
る方々をさりげなく見守り
支え合う応援団です。昨年度の講座の様子昨年度の講座の様子

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

ゲットしよう！

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皆さ
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。
ボランティアまつりにてブースでのお手伝い、受付や誘導等の運営を
お手伝いいただける方を募集しています。時間もできる範囲で構いま
せん。親子で、お友達とお誘いあわせでボランティアしてみませんか？
是非ご協力をお願いします！

★ボランティアまつりでの運営ボランティアを募集しています。

スマイルサポーターとは・・・スマイルサポーターとは・・・スマイルサポーターとは・・・

西区ボランティアまつり西区ボランティアまつり
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