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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。
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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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じぶんの町〈西区〉をよくするしくみ。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

名古屋市肢体不自由児・者
父母の会西支部

集団野外一泊研修旅行

名古屋市肢体不自由児・者
父母の会西支部

集団野外一泊研修旅行

那古野子育てサークル
ちっちゃいものクラブ

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さま
ざまな福祉活動に役立てられています。
平成29年度に西区内で集められた募金の約74％は、本年度に
おいて西区内の福祉活動に使われ、残りの約26％は、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。
また、一部の募金は大規模な災害が起こった際の備えである「災害等
準備金」として積み立てられ、有事における「災害ボランティアセンター」
の設置や運営など、被災者支援にも役立っています。
本年度も、皆さまからのあたたかいご支援、ご協力をよろしくお願い
いたします。

　 ★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

平成30年度
赤い羽根共同募金目標額

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

ふれあい・
いきいき
サロン

「地域にある
　身近な困りごとについて
　一緒に考えてみよう」

第４次西区地域福祉活動計画策定に関する作業部会について
（経過報告）

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30年11月29日（木）
9:30～15:00
11月1日（木）～20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。

「天神山★健康まつり」

平成29年度のもちつきの様子平成29年度のもちつきの様子平成29年度のもちつきの様子

平成30年12月9日（日）　１１：００～13：００　
チケット販売は１０：45～
幼児～小中高校生　先着１００組（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

日時

対象

費用

日 時

平成30年10月25日（木）10：00から
翌日10月26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・お楽しみ会（10：00～１１：00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30年10月30日（火）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30年10月26日（金）
　　　 9：30～15：30まで
　　　 平成30年10月26日（金）
　　　 9：30～15：30まで
日時

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

西高校吹奏楽部が、児童館でクリスマスコンサートを
してくれます。

平成３０年１２月１６日（日）　１４：００～１５：００
幼児～小中高校生 先着５０名 ※幼児は要保護者同伴
名古屋市西児童館 体育室 ※当日自由参加。申込不要です。

場所

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
下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！

※当日自由参加。申込不要です。

西高校吹奏楽部が 児童館でクリスマスコンサ トを
西高校吹奏楽部が西高校吹奏楽部が西高校吹奏楽部がやってくる！

日時
対象
場所

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
秋のお祭

イベント特集

を

５：００

を
るる！るくるくるくくるくる！るるる！るるくる！

今年も開催！「もちつき大会！」「もちつき大会！」

応募・
問合せ先

西区社会福祉協議会
TEL 532-9076  FAX 532-9082

天神山天神山天神山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

サンタクロースを派遣します

募集対象
活動時期
費 用
活動内容

申 込 み

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9：00～17：00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。

活動時間

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

無料法律相談無料法律相談
認知症講演会認知症講演会

みんなで元気を も～やっこポイントみんなで元気を も～やっこポイント

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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平成29年度のもちつきの様子

●
●

●
●

ちょっとよって
ゆっくりしてきゃあ

　　　 平成30年10月26日（金）
　　　 9：30～15：30まで

平成30年11月30日（金）13：30開演

西高校吹奏楽部が西高校吹奏楽部が

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

「もちつき大会！」
西区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画における基本目標の１つである地域支えあい
活動のより一層の推進を図るために、平成２９年度より始まった“サロン担い手のためのサロン”
「も～やっこサロンdeサロン」も回を重ねるごとに、より多くの方々に参加いただいています。
今回は、参加者の皆さまのご要望を取り入れ、ふれあい・

いきいきサロン見学会（天神山サロン）を企画しました。
この企画は、普段見る機会が少ない他のサロンを見学す
ることで、サロンの担い手やこれからサロンを立ち上げた
い方々の新たな運営方法の習得などにつながることを目
的としています。
今後もさまざまな企画を検討していきますので、本サ

ロンにご興味のある方は、西区社会福祉協議会までお
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

電話 ５０５－８３４３　FAX　505－8345

サロン担い手のためのサロン
「も～やっこサロンdeサロン」
❶　日時  平成30年11月7日（水） 13:30～　場所  西区在宅サービスセンター研修室
❷　日時  平成31年1月24日（木） 13:30～　場所  西区北部いきいき支援センター会議室

区
活動のよ
「も～や

西区
活動の

ふれあいサロンふれあいサロン

探 訪 記探 訪 記
File
番外編

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
11月12日（月）
12月10日（月）

平成31年 1月21日（月）
平成31年 2月18日（月）
平成31年 3月11日（月）

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。）

その悩みごと、弁護士に相談してみませんか？

高齢者の
ための

平成30年12月19日(水)　13:30～16:00（開場13:00～）
西区役所講堂
第1部　
　講演「認知症ストーリーケア ～本人の自発的意思を引き出すために～」
　　　講師：日本福祉大学中央福祉専門学校　渡辺 哲雄 先生
第2部
　実践「頭と体を動かそう」
　　　講師：横川 珠姫 先生

認知症講演会認知症講演会認知症講演会
日時
場所
内容

入場無料
定員200名（先着順）

主催：東海地方郵便局長協会
共催：西区認知症専門部会・西区社会福祉協議会

西区在住で今年度中に60歳以上になる方
①区役所・支所で配布するポイントシートを受け取ってください。
②健康づくり、地域活動に参加し、チェック項目のポイントを集めてください。
　110ポイント以上で抽選に応募できます。
平成31年1月31日(木)
西区役所福祉課　電話523-4596 ／ 山田支所福祉係　電話501-4975

参加対象
参加方法

締 切
問合せ先

みんなで元気を も～やっこポイントみんなで元気を も～やっこポイントみんなで元気を も～やっこポイント
健康づくり、地域活動などに参加した60歳以上の方に抽選で
ホテル　ナゴヤキャッスルペアランチ券、銭湯入浴券を始めとする景品をプレゼント

老いの風景の作者「渡辺哲雄」先生

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。

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

名古屋市肢体不自由児・者
父母の会西支部

集団野外一泊研修旅行

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30年5月～平成30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：  187,107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

平成３０年６月より始まった「第４次西区地域福祉活動計画（５か
年計画）」の策定に関する作業部会は、本年度に終了する「西区社
会福祉協議会第３次地域福祉活動計画」の理念や目標を一部引き
継ぎながら議論をすすめています。
具体的には、「地域支えあい活動のより一層の推進」、「福祉組

織のネットワーク推進」、「地域福祉活動へ参加する人材の育成」の
３つの基本目標について、それぞれの作業部会において住民目線
で意見を交わし、西区の地域性や可能性も考慮しながら目標達成
のための次期活動計画をまとめています。
後日、パブリックコメント制度（意見公募手続制度）に基づき、広

くご意見を募る予定ですので、改めて本誌や本会ホームページを
通じてお知らせします。
ぜひ、皆さまの貴重なご意見をお寄せくださいますよう、よろし

くお願いいたします。

「地域にある
　身近な困りごとについて
　一緒に考えてみよう」

「地域にある
　身近な困りごとについて
　一緒に考えてみよう」

日 時  平成30年11月17日（土） 13：30～15：30
講 師  名古屋市仕事・暮らし
　　  自立サポートセンター名駅職員
場 所  西区在宅サービスセンター 研修室
定 員  40名

申 込  11月9日までに電話、FAX、メールにて申込。　　  （先着順）

やさしいまち西区をめざす福祉講座

参加者
募集

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

第４次西区地域福祉活動計画策定に関する作業部会について
（経過報告）

第４次西区地域福祉活動計画策定に関する作業部会について
（経過報告）

0

込。

加者

第24回第24回 西 区
ボランティアまつり

西 区
ボランティアまつり
日時
場所

内容

平成31年3月2日（土） 10：00～14：00
西区役所１階も～やっこ広場・2階講堂
5階西区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

手に入れよう！

問合せ先 西区社会福祉協議会　TEL 532-9076

参加
募集
加者
集

スマイルサポーター養成講座

★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!
ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。

地域でさまざまな
悩みを抱えた方々の
相談事例（生活、仕
事、病気、障がい、介
護、子育て、ひきこも
り、相談できる人が
いないなど）をもと
に、一緒に考えてみ
ませんか？
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