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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

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 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
・事務局だより
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(西区役所等複合施設5階）
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じぶんの町〈西区〉をよくするしくみ。
赤い羽根共同募金
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。
令和2年度に西区内で集められた募金の約71％は、本年度に
おいて西区内の福祉活動に使われ、残りの約29％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、いろ

いろなところでお役に立っています

令和3年度
赤い羽根共同募金目標額
13,625,000 円

一般募金目標額
……13,225,000 円
歳末募金目標額
…………400,000 円 ご連絡先 TEL 532-9076

寄付機能付自販機を
設置させて
くださるところを
募集しています

寄付機能付自販機を
設置させて
くださるところを
募集しています

ふれあい給食会（配食）山田地域センター

７月２６日（月）ボランティア団体などの地域活動に対しての助成を行う「ボランティア・NPO応援助成」の審査会を実施しました。
本事業は赤い羽根共同募金を財源に実施しており、コロナ禍の影響で今年度も公開プレゼンテーションはなく、審査会

でのプレゼンテーションという形になりましたが、審査員として西陵高校の学生さんにも参加いただき、「若者の視点」での
ご意見をいただくなど有意義な審査会になりました。
申請団体の皆さん、審査員の皆さん、ありがとうございました。

ありがとうございました 令和3年6月～令和3年9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：36,929円

・名古屋ヤクルト販売株式会社
・匿名2名

乳幼児が使うおもちゃの修理を行うボランティア。コロナの感染予防のためおもちゃを消毒す
る消毒液、修理作業確認のためのテスト用電池、潤滑剤の購入費用を助成。

目の不自由な方に点訳物を作成、送付している団体。小中学校での福祉体験教室、視覚障
害のある方との交流も行っています。点字用紙などの購入費用を助成。

第4次 西区地域福祉活動計画

児玉おもちゃ病院

なごやにし
防災ボランティアの会

ボランティア団体 夢叶

西こじょう会

点訳ボランティア
「ぶれいる」

50,000

50,000

45,000

50,000

25,980

災害時に災害ボランティアセンターの設置・運営を行うボランティア。平時はボランティアの養成
や防災啓発活動を行っている。活動時に他者からよくわかるようにビブスの購入費用を助成。

高年大学鯱城学園のOB会で地域でのボランティア活動に取組んでいる団体。清掃活動の場
を浄心界隈に広げるにあたり、ビブスの追加作成と掃除用具の補充のための費用を助成。

団　体　名 内　　容 交付決定額

令和３年度　ボランティア・NPO応援助成　報告

精神・発達障害のある方の社会参加を応援する団体。精神・発達障害への理解と啓発を目
的に映画会を開催するための費用を助成。

A
チ
ー
ム

B
チ
ー
ム

C
チ
ー
ム

地域福祉活動へ参加する
人材の育成
６月３日にオンラインで開催し
た第１回チーム会議では、右記
の内容を話し合いました。

①福祉施設を利用されている方等の作品展の開催
区内の高齢者福祉施設利用者の方々の作品展を計画しており、区役所

１階ロビーにて令和４年２月９日～３月９日まで開催を予定しています。
テーマは「✨生涯青春の輝きをみるみる👀展」。

②福祉教育プログラムの作成と学校等への周知
学校の先生や地域の方々が福祉に関する講座を企画する際に活用いた

だくプログラムを作成しており、掲載する内容について検討しました。

あらゆる組織の福祉的
ネットワーク推進
7月28日にBチームの会議を
開催し、コロナ禍での実情と今
後を見据えた計画推進方法につ
いて検討しました。

①オンラインやホームページを活用した広報や事業の企画など、コロナ禍を前
提とした地域福祉の推進について検討していきます。
②福祉施設の地域福祉活動の促進を目的とした「地域共生社会づくり助成」制
度を創設、区内施設に周知しました。
③動画、オンライン等を活用した防災に関する情報発信について検討していきます。

地域支えあい活動の
より一層の推進
7月9日に久々にAチームの会
議を開催しました。
コロナ禍でお顔を合わせる機
会が少なくなりましたが、皆さん
がお元気なことが感じられる会
議でした。

①昨年行ったサロン活動のアンケート結果を、サロン通信（紙面）の創刊第1号
としてサロンの運営をしてくださる人に向けて発行し、今後定期的に届ける
ことにしています。
②パラリンピックで話題の「ボッチャ」をみんなで楽しんで、地域での世代交流
と健康づくりを目指す交流会を令和3年11月に開催します。
③地域活動のきっかけづくりのための講座は、「コーヒー＆おやつ」と「スマホ＆
タブレット」をテーマにして令和4年1月と2月開催することに決まりました。

活動状況（経過報告）

❹ ❶



浮野学区には大きな集合住宅があり、高齢化率も区
内随一で、集積場へゴミを運ぶことが難しい人からゴ
ミ出しの依頼が多くあります。そのほか、電球の交換
や家電製品の調子の確認・可能な範囲での修理、棚の
荷物の上げおろし、庭木の剪定と、いろいろな活動の
依頼があります。
その都度、近所のボランティアさんの協力をいただ

きながらお手伝いをしています。
また、相談受付日には、コミュニティセンターで相談
会を催して「支えあい事業」とあわせて困りごとの相談
に応じています。

受　付   浮野コミュニティセンター
連絡先   ０５２－502－6722

「浮野うきうきお助け隊」の活動

●７０歳以上のお一人でお住まいの方
●７５歳以上の高齢者のみでお住まいの方
●障害者手帳をお持ちの方

※新型コロナウイルス感染症拡大状況等によりボランティア依頼をお受けできないこともありますのでご承知おきください。

家具の移動

申込みできる方 ※浮野学区在住の方に限ります

植木の伐採

浮野
学区

地域支えあい事業のご紹介

換気扇カバー取り付け

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。

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

ナイト★児童館
中高生の居場所づくり

西児童館では毎週木曜日の夜間は
中高生が専用で利用できます！

クリスマス

中学生…１９：００まで
高校生…２０：００まで

利用時間

利用方法
初回に登録カードを作ります。
生徒手帳または保険証を持って
きて下さい。

ぜひ
遊びに来て
ください！

※コロナウィルス感染拡大防止策として、
　利用方法に制限があります。
　詳細は、ホームページをご確認ください。

※コロナウィルス感染拡大防止策として、利用方法に制限があります。
　詳細は、ホームページをご確認ください。

日時
対象
申込

ちびっこ

12月15日（水）　１0：3０～11：3０　
未就園児と保護者　　　　　15組
①または②、どちらかの方法でお申し込みください。
（重複申込は全て無効となります。）
定員を超えた場合は抽選。12月2日（木）に結果を発送予定。
　①名古屋市電子申請サービス（インターネット）
　　※11月24日（水）～11月27日（土）の間
　②児童館窓口（63円の官製はがき持参）
　　※11月24日（水）～11月28日（日）の間

定員

行事前後の一般利用はご遠慮ください。その他
新型コロナウイルス感染拡大状況により、
行事の中止や内容の変更がある場合があります。
ご了承ください。

※昨年度のちびっこクリスマスの様子です。
　今年は、コロナウイルス感染拡大防止の
　ため、人数を制限して申込制で行います。

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 検 索

乳幼児向けのクリスマス会を行います。
せいさくあそびなどもありますよ♪

名古屋市の委託を受けて西区の８会場にて６５歳以上の方を対象に、集い
の場「ニコニコ西くらぶ」を開催しています。しかし現在新型コロナウイルス
感染症拡大の為、会場での開催を中止している状況です。
そんな中「ニコニコ西くらぶ」として、会場で会う

ことのできない参加者さんと社協、また参加者さ
ん同士、つながれる取り組みを実施しています。

高齢者はつらつ長寿推進事業
（R3年4月～9月、上半期事業報告）

参加者さんに自宅での
過ごし方等を寄稿いただ
き、「ニコニコ西くらぶ新
聞」を発行。参加者さん投
稿に対するアンサー投稿
をいただくなど、紙面上で
参加者さん同士の交流が
生まれています。

自宅でもモノづくりをしていただ
けるよう、西区社協ホームページに
「手作り講座」の動画をアップ。参加
者さんがその動画を見て作成した
作品を、写真にとって送ってくださ
るなど、参加者さんと社協がつなが
りを持つことができています。

７月27日(火)に区内在住・在学の中学生・高校生を
対象に「サマーボランティアスクール2021」を実施し
ました。例年本事業では区内福祉施設にご協力いただ
き、施設でのボランティア体験を実施しておりました。
しかし、今年度はコロナ禍での開催のため、学生の皆
様に本会研修室にお集まりいただき、動画による施設
見学や、ボランティアをしている大学生や福祉施設の
職員のお話をオンラインで聞きました。普段は見られ
ない施設の中の様子や工夫が見られたり、ボランティ
アの先輩である大学生の経験談を聞けたりと、充実し
た時間にすることができました。本事業にご協力いた
だいた皆様、ありがとうございました。来年度も学生
の皆さまはぜひご参加ください。

2021サマーボランティアスクール 報告

６月開催予定がコロナ感染症拡大で中止になったため再度企画しました！

参加費
無料

西区南部いきいき支援センター

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

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

　介護予防や健康づくりに関心を持ってもらうために、
パラリンピックの競技種目で注目のボッチャの体験交流会を
おこないます。皆さん是非一緒にボッチャを楽しみましょう

※新型コロナウイルスの感染状況によって再度中止になる場合がございます。※新型コロナウイルスの感染状況によって再度中止になる場合がございます。

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

参加者募集　　  ボッチャDE交流！
みんなで健康づくり
　　  ボッチャDE交流！
みんなで健康づくり

令和3年１１月８日（月）
１３：３０～１５：３０
西生涯学習センター　体育室
どなたでも可
（定員30名 ※申込多数の場合抽選）
室内用シューズ、タオル、飲料水
動きやすい服装でご参加ください。
下記まで電話またはFAXで申込。
申込締切１０月２２日（金）
西区南部いきいき支援センター
（西区役所5階西区在宅サービスセンター内）
電話：052－532－9079
FAX：052－532－9020

日 時

場 所
対 象

持ち物

申込方法

申 込
お問い合わせ

いきいき支援センターからのお知らせ

❷ ❸


	92表面
	92中面

