
花の木 2

西区役所前

西警察署前

西税務署前

浅間町

浄　心

押　切

天神山
浄心

浅間町

至上小田井

至丸の内

地
下
鉄
鶴
舞
線

江
川
線

堀
川

市バス
浄心町

市バス
西区役所花ノ木公園

西図書館
西文化小劇場 

P

社会福祉法人 
名古屋市西区社会福祉協議会
(西区役所等複合施設5階）

編集・発行

社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会
平成 30年 6月発行

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

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

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

押

福祉協議会福祉協議会福祉協議会福祉協議会 検 索

ふれあいネットワーク

・第４次西区地域福祉活動計画の策定が始まります！

・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

……………………………………P.1
………P.2～3
…………P.3

……………………………………P.4

今号の内容

月曜日から金曜日
8：45～17：30

（祝日・休日・年末年始を除く）

車いす仕様車を
　貸し出します！

サマーボランティアスクール

第４次西区地域福祉活動計画の第４次西区地域福祉活動計画の
策定が始まります！
第４次西区地域福祉活動計画の
策定が始まります！策策策策

活動計画取り組みの様子
（スマイルサポーター養成講座）

活動計画取り組みの様子
（スマイルサポーター養成講座）

活動計画取り組みの様子
（スマイルサポーター養成講座）

活動計画取り組みの様子
（スマイルサポーター養成講座）

平成２６年度から平成３０年度までの５か年計
画である「西区社会福祉協議会第３次地域福祉
活動計画」が最終年度を迎え、引き続き次期計
画の策定が今年度より始まります。　
新たな策定にあたり、西区民による西区民の

ための計画ということで「第４次西区地域福祉
活動計画」という名称に変わりました。これから
地域住民から選ばれた公募委員の皆さまや行
政、医療、介護、福祉など関係機関の皆さまと
一緒に、今年度を中心にして次期５か年計画を
策定していきます。　　
進捗状況などにつきましては、本会ホームペー

ジや広報誌で随時報告していきますので、誰も
が住み慣れた地域で安心して暮らせる西区のま
ちづくりのため、ご意見などをお寄せいただけま
すと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

活動計画取り組みの様子
（認知症カフェinイオンタウン名西 スタートイベント）

活動計画取り組みの様子
（認知症カフェinイオンタウン名西 スタートイベント）

活動計画取り組みの様子
（認知症カフェinイオンタウン名西 スタートイベント）

活動計画取り組みの様子
（認知症カフェinイオンタウン名西 スタートイベント）
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西区社会福祉協議会からのお知らせ

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

「ほっとカフェ」 無料法律相談無料法律相談
in イオンタウン名西

29年こどものまちでの
　　こどもたちの様子
29年こどものまちでの
　　こどもたちの様子

あそぶの大好き  えがおが大好き  にしじどうかん

現在、こどものまちをつくり運営してくれる、こども実行委
員を募集しています。全１０回の会議で「こどものまち」の進め
方を話し合ったり、準備をしたりします。
こども実行委員をやってみたい人は、ぜひお申込みください。

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 ５2１－7382　FAX ５08－6689 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。

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 7月08日（日）
 第 ２ 回 7月20日（金）
 第 ３ 回 7月26日（木）
 第 ４ 回 7月31日（火）
 第 5 回 8月03日（金）

 第 6 回 8月08日（水）
 第 7 回 8月20日（月）
 第 8 回 8月23日（木）
 第 9 回 8月28日（火）
 第10回 8月31日（金）

※時間については、いずれも14：00～16:00

小学校3年生～高校生　３０名
全10回の実行委員会会議のうち、5回以上
出席可能な方、かつ当日2日間参加可能な方
（申込時に、参加可能な日をお知らせください）

無料  　　　 クラブ室

申込は ６月17日（日）

こ
ど
も
実
行
委
員
会
の
詳
細

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

西児童館  利用時間　８：４５～17：00（ナイト児童館実施日(毎週木曜日)は利用対象者のみ20：00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。

地域子育て
支援拠点

こども実行委員大募集！こども実行委員大募集！こども実行委員大募集！

10:00～（児童館窓口）、
10：30～（電話申込）です。

対象

費用 場所

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？
楽しくイキイキ出来ることを一緒に探しましょう！！

「認知症予防教室」
～軽運動・レクリエーションなど、楽しく認知症予防講座～
内 容
日 時

申 込
募集人員

「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

リーダーとして必要な知識・技術の習得
10月～11月 週1日2ヶ月 全8回
火曜日13：30～15：30
8月20日～9月8日　抽選
5名　無料

「天神山サロン」
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

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
「自由サロン」

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
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。

コグニサイズ運動・絵手紙など
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20日～9月8日　抽選
各曜日12名　無料（教材費必要）

今年も
開催！
今年も
開催！

9/1土・2日（予定）9/1土・2日（予定）

西児童館では毎年、「こどものまち」を開催し
ています。子どもたちのアイディアで飲食店や
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「こどものまち」は、９月１日（土）、２日（日）を予定しています。

にしじどうかん

参加者の対象は
小学生～高校生

❷
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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

など高齢者の皆さま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

カフェ」フ「ほっとカ「ほっとカフェ」「ほっとカフェ」ほっとカフェほっとカフェェ」ェ」「ほっとカフ「ほっとカフ「ほっとカフェ」「ほっとカフェ」「ほっとカフェ」 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

高齢者に関わる問題を抱えている方
（本人・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

平成30年度日程 場　所

6月18日（月）
7月23日（月）
8月20日（月）
9月10日（月）

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。）

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

8月29日(水)
10月31日(水)
平成31年　2月27日(水)
13：30～15：30
イオンタウン名西　まちコミホール
（名古屋市西区香呑町6－49－1）

日 程

時 間
場 所

認知症サポーター養成講座
14:00～15:30
地域住民の皆さま
（どなたでも参加できます）
各いきいき支援センター
各いきいき支援センター

時 間
対 象

会 場
申込先

南部いきいき支援センター

9月20日（木）
平成31年 1月17日（木）

北部いきいき支援センター

7月18日（水）
11月21日（水）

平成31年 3月20日（水）

認知症サポーターの目印

←

認知症サポーターに
なると

オリジナルリングが
もらえます！！

●出張での講座もお受けします。
※毎回同じ内容です。ご都合の良い日程でお申し込みください。

平成30年8月より、新しい認知症カフェがイオンタウン名西内でスタートします

認知症サポーターによる
認知症カフェ

問合せ先 西区南部いきいき支援センター　TEL 532-9076　FAX 532-9020

認知症の方や
ご家族も安心して
ご参加・相談できます

オープンオオ ！！！！オープンオープオオオオープンオープンオープンオープンオープンオープンオープンオオオオオオオ ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
イオンタウン名nイn イ ン名ン名オンタウン名西オンタウン名イイオンin n in イオンタウン名西in イオンタウン名西

「やまだっ子亭」File N0.9
毎月第2金曜日　17:30～19:00
山田コミュニティセンター、法源寺、長善寺（毎月巡回開催）

日時
場所

e 

時
所

File

日時
場所

ふれあいサロンふれあいサロン

探 訪 記探 訪 記
4月に山田学区の自治会のご尽力により子ども食堂「やまだっ子亭」がオープンしました。今後、

同学区の運営ボランティアの皆さんが中心となって、山田コミュニティセンター、法源寺、長善寺の
3ヶ所を巡回しながら毎月開催する予定です。
正式オープン前の2月には、山田コミュニティセンターに

おいてプレオープンが行われ、運営ボランティアの皆さん総勢15名ほどで、手順を確認しなが
ら入念に準備をしました。
この日のメニューは、カレーライス、マカロニサラダ、芋きんとんでした。集まった子どもたち
はカレーライスをとても美味しそうに食べており、おかわりをする子どもが何人もいました。
また、子ども同士で楽しそうに話をしたり、親同士で話が弾んでいる様子をみていると、これ
をきっかけにして地域のつながりがさらに深まるのではと感じました。子ども食堂「やまだっ子
亭」が、いつまでも地域の拠り所としてつづくよう応援しています。

今何かと話題の
子ども食堂が
山田学区に

オープンしました。

29年こどものまちでの
　　こどもたちの様子

みんなでたのしい「まち」を
　　　　　　　つくりませんか？

こども実行委員大募集！こども実行委員大募集！

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

今年も
開催！

9/1土・2日（予定）
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ありがとうございました 平成30年2月～平成30年4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

平成２9年度の実績………………………２,796,740円
個　　　人　　　2,777口
法人・団体　　　　　2口

…………………２,776,74０ 円
…………………… 20,000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。
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。

備え付けの車いすごと乗り降りが可能な
車の貸し出しを無料で行っています。

  対象：西区内に在住・在勤の方
  貸出期間：3日間以内
燃料費（ガソリン代）は、利用者実費負担。
その他詳細につきましては、問合せ先まで
ご連絡をお願いします。

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30年6月4日（月）～7月13日（金）必着

参加対象
　　　　
参 加 費
定 員
申込方法
申込期間

車いす仕様車を
　貸し出します！
車いす仕様車を
　貸し出します！

①直接本会事務所まで会費をお持ちいただくか、
②本会へ事前にご連絡後、専用銀行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
　TEL ５３２－９０７６　　FAX ５３２－９０８２
②三菱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
　（三菱UFJ銀行本支店間に限り、振込み手数料受取人払い）
＊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

「ボランティア」ってなんだろう
みんなで考えてみよう
平成30年７月26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30年8月28日（火）13:30～15:30

金額：  47,816円

・名古屋ヤクルト販売株式会社

参加者募集！！
201

8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！！

名古屋市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、法人、団体の皆さまに賛助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、西区における地域福祉の推進を図るものです。
ぜひ、皆さまのご協力よろしくお願いいたします。

浦野三男前会長のご逝去にと
もない、平成３０年６月４日に開催
しました本会理事会において、
会長に就任することとなりました。
　微力ではございますが、これま
での副会長の経験をふまえ社会
福祉協議会の円滑な運営と地域
福祉のさらなる充実に向けて務め
てまいる所存でございますので、
何卒よろしくお願いいたします。

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

・匿名2名

10,000円（ 　）会費年額
1口

法人・団体
会員1,000円（ 　）会費年額

1口個人会員

就任のごあいさつ

社会福祉法人
名古屋市西区社会福祉協議会

会長　堀場　光二

名古屋市西区社会福祉協議会

賛 助 会 員 募 集

１口以上何口でも１口以上何口でも

※確定申告によって、所得税／法人税法上の寄付金控除（損金参入）などが受けられます。

★賛助会費で行われている事業です

―

第４次西区地域福祉活動計画の

活動計画取り組みの様子
（スマイルサポーター養成講座）

活動計画取り組みの様子
（スマイルサポーター養成講座）

活動計画取り組みの様子
（スマイルサポーター養成講座）

活動計画取り組みの様子
（認知症カフェinイオンタウン名西 スタートイベント）

活動計画取り組みの様子
（認知症カフェinイオンタウン名西 スタートイベント）

活動計画取り組みの様子
（認知症カフェinイオンタウン名西 スタートイベント）
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