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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）

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
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・山田学区困りごとお助け事業
・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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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）
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人件費
102,615（57.7%）

事務費等
49,208（27.7%）

受託金収入
92,245（51.8%）

西区社会福祉協議会
令和3年度事業計画・収支予算

西区社会福祉協議会
令和3年度事業計画・収支予算

令和２年４月～令和３年３月に行った主な活動

●照明器具の取り外し・交換
●家具の移動　　●洗濯機の修理
●機械や火災警報器の操作説明
●電気代に関する相談と助言 きんかん木を撤去きんかん木を撤去

　　　　　　　山田学区では平成２３年度から地域支えあい事業の取り組みを開始しました。
現在は約１７０名の方が登録し、住民同士の支えあいやふれあいにつながる様々な活動に取り組んでいます。
地域支えあい事業で取り組んでいる活動には、高齢者のちょっとした困り

ごとをお手伝いする「お助け事業」のほかに、高齢者サロン「あやめ会」、ひと
り暮らし高齢者のふれあい給食会「星寿会」、子ども食堂「やまだっ子亭」、
地域や子どもたちの見守り活動、子育てサロン「やまだっ子」があります。

相談受付日   月曜日～土曜日　９時～１2時
　　　　　　（コミュニティセンター開館日）
連　絡　先   ０５２－502－5581
　　　　　　（コミュニティセンター電話番号）
申込できる方 山田学区在住の方で６５歳以上の
　　　　　　高齢者のみの世帯

山田
学区
山田
学区 「山田学区困りごとお助け事業」「山田学区困りごとお助け事業」

❶



西区南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

分　室

子育てサロン活動

福祉ふれあい（区民まつり）

参加者募集！！202
1

問合せ先 西区社会福祉協議会  TEL532-9076  FAX532-9082

７月２７日（火）10：00～12：00
①ボランティアってなんだろう？
　・先輩のボランティアさんの体験談（大学生のお話）
②オンラインで福祉施設見学！
　・職員さんの話（協力：サンホープ名古屋／なごやかハウス名西）
西区内に在住、在学の中学・高校生　　　　　１５名
申込用紙に記入し持参または郵送 【６月３０日（水）必着】
※申込用紙は西区社会福祉協議会事務所で配布

日 時

内 容

対 象 定 員

申 込

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
夏休み期間中に、福祉のこと、
社会福祉施設のことについて学
習、体験していただく事業です。

※新型コロナウイルスの影響で内容
　を変更する場合がございます。

なごや認知症の人
おでかけあんしん保険事業

名古屋市西児童館
（地域子育て支援拠点）

あそぶの大好き　えがおが大好き　にしじどうかん

おいでませ！！ 天神山福祉会館へ

８月２３日（月）14：00～16：00
西児童館
乳幼児～小学生と保護者
（小学3年生以上は1人参加も可）
１５組
８月１０日（火）午前１０時から
児童館窓口にて先着順。
１０時３０分からは電話も可。

対象

定員
申込

日時
場所

対象
定員
申込

日時
場所

対象
定員
申込

日時
場所

８月３日（火）14：00～14：45
西児童館
小学生
２０名
７月２０日（火）午前１０時から
児童館窓口にて先着順。
１０時３０分からは電話も可。

８月２７日（金）14：00～16：00
西児童館
小学生
１５名
８月１３日（金）午前１０時から
児童館窓口にて先着順。
１０時３０分からは電話も可。

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。
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。

●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、上記の条件が証明
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。

ままななぼぼううささいい！！ままななぼぼううささいい！！まなぼうさい！まなぼうさい！ いいいここわわいいいここわわいこわここわわいいいいいいい話話話話話話話ををををををを聞聞聞聞聞聞 うううここうう！！！こうこう！！！ここううこうこわい話を聞こう！こわい話を聞こう！ みんななででああそそぼぼううあそそぼぼぼんんななでで ぼぼううぼみみんんなな あ ！なみみ そそみんな ああんんなな あみ あ うあそでであそ ！あ うそ うな あみみんんななででああそそぼぼうう！！んなであそぼみんなであそぼう！みんなであそぼう！
クイズや工作を通して、楽しく防災を学び
ましょう♪（内容は小学生向けです）

こわいお話などの読み聞かせ。
どんなお話かはお楽しみに～♪

ボランティアのおにいさん、おねえさんと
一緒に集団ゲームで遊びましょう！

令和元年度の様子令和元年度の様子

認知症予防教室認知症予防教室
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

募集人員
申 込

コグニサイズ運動・回想法など
10月～3月　週1日6ヶ月全23回受講
（火・水・木曜日の希望日）10：00～12：00
各曜日12名　無料（教材費必要）
8月12日～8月31日　
窓口、電話でも申込受付（応募者多数の場合抽選）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日時、内容等が変更になる場合があります。※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日時、内容等が変更になる場合があります。

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 天神山福祉会館 検 索

名古屋市にお住いの60歳以上の方が
いきいきとシニアライフを楽しむための施設です。
講座・同好会・認知症予防事業・自由参加講座・
気軽に利用できるフリースペース等あります。

名古屋市にお住いの60歳以上の方が
いきいきとシニアライフを楽しむための施設です。
講座・同好会・認知症予防事業・自由参加講座・
気軽に利用できるフリースペース等あります。

高齢者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！！
高齢者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！！

認知症予防リーダー養成講座認知症予防リーダー養成講座
地域で活躍する認知症予防普及・啓発リーダーの養成講座

受講生
募集！

内 容
日 時
募集人員
申 込

認知症予防リーダーとして必要な知識・技術の習得
8月～9月 週1日2ヶ月全9回 火曜日１3：30～15:30
5名　無料
6月11日～7月20日　
窓口、電話でも申込受付（先着順）

福祉会館とは、こんなところです。福祉会館とは、こんなところです。

令和2年度の様子令和元年度の様子令和元年度の様子

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 名古屋市西児童館

にご利用いただけます。
会館で、上記の条件が証明

和2年度度の様子度和2年度の様子

検 索

ちょっとよって ゆっくりしてきゃあ
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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

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

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

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

●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。

いきいき支援センターでは

子育てサロン活動子育てサロン活動

福祉ふれあい（区民まつり）福祉ふれあい（区民まつり）問合せ先 西区社会福祉協議会  TEL532-9076  FAX532-9082

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、社協が進める福祉活
動に賛同いただける方々に会員になってい
ただき、その会費を財源に、様々な福祉サー
ビスの実現に役立てるものです。
みなさまのやさしいお気持ちを、西区の福
祉のまちづくりのためにお寄せください！！

賛助会員募集
賛助会員の種類（年会費）

  個人会員　１口 １,０００円　   法人・団体会員　１口 １０,０００円
　　　　　※賛助会費は寄付金控除（所得税・住民税）の対象となります。
　　　　　　法人の場合は、一定の範囲内で損金算入することができます。

令和２年度の実績 　２，６９５，６８５円
お申込み方法
・ご連絡いただきましたら、職員が受け取りにお伺いします。
・振込での納入も可能です。（お手数ですが、事前に問合せ先へご一報ください）
　【振込先】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

名古屋市西区社会福祉協議会
賛
助
会
費
の
使
い
み
ち
の
例

サマーボランティアスクール

令和3年度上半期日程

認知症の人と家族が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、
認知症の人が起こした事故に関する損害賠償等を補償する事業です。

対　　　象　名古屋市民であり、認知症の診断を受けている人
利 用 方 法　名古屋市認知症相談支援センターに事前申請が必要です。
補 償 内 容

申 請 方 法　なごや認知症の人おでかけあんしん保険事業加入申請書と診断書の
　　　　　　2点を同封して名古屋市認知症相談支援センターへ郵送にて申請
申込み書類の配布場所　
　　　　　　区役所福祉課、区保健センター、市内いきいき支援センター
問い合わせ　名古屋市認知症相談支援センター
　　　　　　（昭和区阿由知通3丁目19番 昭和区役所6階）
　　　　　　電話 052-734-7099　FAX 052-734-7199

• 個人賠償責任保険は事故を起こした本人または監督義務者（家族等）に賠償責任が認められた場合に
　保険金を支払います。
• 給付金及び見舞金は事故を起こした本人または監督義務者（家族等）に賠償責任が認められなかった
　場合において一定の要件を満たした場合に支払います。

いきいき支援センターを
広く知っていただくため、
啓発物品を作成しました。

補償の種類
個人賠償責任保険

給付金

見舞金

補償金額
補償上限額：2億円
補償上限額：3000万円
（事故の相手方が市民で死亡又は後遺障害となった場合）

15万円（事故の相手方が市民以外で死亡した場合）

ネームタグホイッスル
認知症や、特にお一人
歩きが心配な方にお渡し
しています。

業業業
なごや認知症の人
おでかけあんしん保険事業
なごや認知症の人
おでかけあんしん保険事業

保険証ケース
いきいき支援センターの認知症啓
発イベントなどで配布予定です。

まなぼうさい！ こわい話を聞こう！ みんなであそぼう！

令和元年度の様子

認知症予防教室

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催日時、内容等が変更になる場合があります。

名古屋市にお住いの60歳以上の方が
いきいきとシニアライフを楽しむための施設です。
講座・同好会・認知症予防事業・自由参加講座・
気軽に利用できるフリースペース等あります。

高齢者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！！

認知症予防リーダー養成講座

福祉会館とは、こんなところです。

令和元年度の様子

●❸

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
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事務局だより
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ありがとうございました 令和3年2月～令和3年5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。

寄　附

金額：  16,692円

・名古屋ヤクルト販売株式会社
（順不同・敬称略）

❶第４次地域福祉活動計画の推進
❷地域福祉推進協議会事業の支援
●●地域福祉推進協議会活動への助成　★
　●　●ふれあいネットワーク活動（見守り活動）の推進　●★
　●　●ふれあい・いきいきサロンの設置運営支援　●★
●ふれあい給食サービス事業への支援　●★
●地域支えあい事業（住民同士の助け合い発動）の推進
　　（7学区で実施）
❸サロン活動の支援
●サロン開設、運営助成
●サロン交流会の開催
❹地域共生社会について学ぶ研修会の開催　●

❶西児童館の運営
❷子育て支援会議への参画　★
❸子育てサロン　″もこもこ″の運営（西児童館）
❹子ども会活動、保育園活動等への支援　●★

地域福祉活動の推進

❶ボランティアセンターの運営　　
●ボランティア活動に関する相談、支援
●ボランティアの育成（地域デビュー講座、学生の福祉活動
　　への参加促進）、支援　●★
❷「西区ボランティア連絡協議会」の支援　　　
●連絡会の開催、「西区ボランティアまつり」の開催等　★
❸ボランティア・NPO応援助成の実施　●
❹災害ボランティアセンターの運営、防災ボランティア活動の推進
❺福祉教育の推進　★
❻在宅サービスセンターの運営
　（ボランティアルーム、研修室等の貸出し）

ボランティア活動の推進

児童福祉事業

❶天神山福祉会館の運営
❷高齢者はつらつ長寿推進事業（「ニコニコ西くらぶ」）
❸寝具クリーニングサービス事業　●★
❹高齢者福祉事業（敬老事業、老人クラブ等）推進助成　★

高齢者福祉事業

❶障害者団体への支援　●★
❷西区自立支援連絡協議会への参画
❸社会福祉施設等が実施する地域共生社会づくり事業への
　助成 ●

障がい児・者福祉事業

❶生活福祉資金貸付事業
❷広報誌「ふくし西」の発行、ホームページの改修、運営 ●★
❸健康づくり・世代間交流事業助成　●★
❹福祉ふれあい‘２1の開催　★
❺車いす貸出事業
❻赤い羽根共同募金運動、歳末たすけあい募金運動への協力
❼名古屋市社会福祉協議会事業への協力
①名古屋市西区南部いきいき支援センター事業　
　②西区介護保険事業所事業
　　●居宅介護支援事業（ケアマネジャー）
　　●なごやかヘルプ事業（ホームヘルパー）

その他の事業

会費・寄付金
3,048（1.7%）

予備費
1,914（1.0%）

積立資産
2,710（1.5%）

人件費
102,615（57.7%）
人件費
102,615（57.7%）事業費

21,498（12.1%）

事務費等
49,208（27.7%）
事務費等
49,208（27.7%）

経常経費補助金収入
65,775（37.0%）

受託金収入
92,245（51.8%）
受託金収入
92,245（51.8%）

事業収入等
4,227（2.4%）

積立資産取崩収入
2,650（1.5%）

前期末支払資金残高
10,000（5.6%）

西区社会福祉協議会
令和3年度事業計画・収支予算

西区社会福祉協議会
令和3年度事業計画・収支予算

西区社会福祉協議会
令和3年度事業計画・収支予算

●…共同募金を財源　　★…賛助会費を財源

令和3年度 収支予算　総合計 177,945円 （単位：千円）
令和3年度 収入 令和3年度 支出

●
● ●
●
● きんかん木を撤去

山田
学区 「山田学区困りごとお助け事業」

❹
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