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ふれあいネットワーク

ホームページリニューアルしました！
区民の方に必要な情報提供ができる
よう、シンプルで見やすくなりました。
スマートフォンに 対 応したホーム
ページになっております。
また、同時にブログも開設しました
ので、ホームページと併せて、ぜひご覧
ください。

公式ＬＩＮＥアカウント
西区社会福祉協議会では、区民の
みなさんに、西区内の福祉に関する
情報を、迅速且つタイムリーに情報
発 信することを目 的に公 式 L I N E

お友だち募集中！

QRコードで友だち登録
①ホーム画面のLINEアイコンを
長押し
（2秒くらい）

②上から3番目のQR
コードリーダーを押す

③カメラが起動するので
下のQRコードをクリック

アカウントを開設しました。

友だち登録方法

今号の内容

至上小田井

・ホームページリニューアル、LINE開設 ………………… P.1
・西児童館、天神山福祉会館からのお知らせ
サマーボランティアスクール …………………………… P.2
・いきいき支援センターからのお知らせ
賛助会員の募集………………………………………… P.3
・こだま暮らしの相談センターの紹介
令和4年度事業計画 …………………………………… P.4

FAX

532-9082

E メール nishiVC@nagoya-shakyo.or.jp

http://www.nishiku-shakyo.jp
ホームページご覧ください！お役立ち情報いっぱいです。

月曜日から金曜日
8：45〜17：30

（祝日・休日・年末年始を除く）

名古屋市西区社会福祉協議会

検索

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 ）

西警察署前

西税務署前

押

地下鉄

西図書館
西文化小劇場

・「浄心」駅
4 番出口
南西へ 150m

西区役所前

P

・「浅間町」駅
4 番出口
北西へ 600m

市バス

花ノ木公園

西区役所

市バス

花の木 2
堀川

532-9076

西区花の木二丁目 18 番1号
西区役所等複合施設 5 階

浄心町

交通の
ご案内

心

浄心

江川線

西区社会福祉協議会

〒451-8508

市バス

地下鉄鶴舞線

お気軽にお問い合わせください

TEL

浄

天神山

・「西区役所」停
西へ 100m
・「浄心町」停
南へ 200m

浅間町

切
浅間町

駐車場有り

至丸の内

❶

あそぶの大 好 き

名古屋市西児童館

（地域子育て支援拠点）

えがおが大好き

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。

まなぼうさい！ クイズや工作を通して、
楽しく防災を学びましょう♪
日時
対象
申込

子育て中の

場所 西児童館
８月26日
（金）
14：00〜16：00
定員 30名
小学生
８月8日
（月）
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。

こわい話を聞こう！
日時
対象
申込

対象
申込

場所 西児童館
８月9日
（火）
14：00〜14：45
定員 20名
小学生
7月26日
（火）
午前１０時から児童館窓口にて先着順。
令和元年度の様子
１０時３０分からは電話も可。

８月３０日
（火）
14：00〜16：00
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▶
定員 １５名
小学生
８月１６日
（火）
午前１０時から
児童館窓口にて先着順。
令和3年度の様子
１０時３０分からは電話も可。

所在地：西区花の木二丁目１０-７ TEL ５2１−7382

パパ＆ママの皆さまへ

★親子でほっとしたいな〜
★子育ての楽しさや悩みを誰かと共有したい
★広いスペースでハイハイさせてあげたい！
・
・
★子育ての情報がほしい などなど・

令和3年度の様子

みんなであそぼう！ 一緒に集団ゲームで遊びましょう！
場所

※コロナウイルス感染拡大防止策として、
利用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。

西児童館は、行事やイベントの予約を取っていなく
ても、いつでも一般来館として、ゆうぎ室やちびっこ
ルームで過ごして頂くことが出来ます。

安心して遊んでいただけるようお部屋の換気や
おもちゃの除菌などの感染拡大防止策をしながら、
来館をお待ちしています。

中高生の
ボランティアのおにいさん、おねえさんと 居場所づくり

日時

にしじどうかん

FAX ５08−6689

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▶

ナイト★児童館

ぜひ
遊びに来て
ください！

・
・
毎週木曜日の夜間 ★体育館で運動したり・
・
・
は中高生が専用で ★仲間同士でおしゃべりしたり・
★学校の宿題をしたり・
・
・
利用できます！
利用時間

中学生…１９
：
００まで
高校生…２０
：
００まで

利用時間
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。

検索

名古屋市西児童館

●天神山福祉会館は市内にお住いの６０歳以上の方が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。

おいでませ！
！天神山福祉会館へ

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！

R3年度 民踊同好会(櫻)の様子

R3年度 元気体操講座の様子

福祉会館とは、こんなところです。
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・単発講座
等を行っています。

R3年度 ３B体操講座の様子

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、閉館になる場合があります。

所在地：西区花の木三丁目 18-12

TEL ５3１−0023

FAX ５2１−3369

天神山福祉会館についての詳しい情報はホームページをご覧ください▶
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参加者 募集！
！

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。

❷

R3年度 福祉ニチレク(室内ペタンク)同好会の様子

天神山福祉会館

検索

日 時

8月４日(木)

内 容

①福祉、ボランティアについて学ぼう！
②西区内の社会福祉施設の紹介、オンラインで見学！
③福祉ボランティア体験をしてみよう！

対 象

西区内に在住、在学の中学・高校生

申 込

申込用紙に記入し持参、郵送、
メール、または必要事項に
ついて電話【６月３０日
（木）
必着】
※申込用紙は西区社会福祉協議会事務所で配布

問合せ先

9：00〜12：00

定 員 １５名

西区社会福祉協議会 TEL 532-9076 FAX 532-9082

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
「なごや認知症の人おでかけあんしん保険事業」
は、認知症の人が事故を起こしたときに備える
「賠償補償制度」
です。
認知症の人が事故を起こして賠償責任を負った場合に補償を受けられるほか、場合によって、誰も賠償責任を負わない事故に対しても
給付金または見舞金が相手方に支払われます。

※賠償の対象となるかは、事故後の保険会社の調査をもとに決まります。
対象になる人 名古屋市民であり、認知症の診断を受けている人
保

険

料 無料

※診断書料は自己負担です。

①賠償責任保険 上限２億円
②給付金 上限３千万円
（事故の相手方
（名古屋市民）
の死亡または後遺障害）
補償の内容
③見舞金 １５万円
（事故の相手方
（名古屋市民以外）
の死亡）
※②、③は誰も賠償責任を負わない事故の場合に、その相手方に支払われるものです。

申 請 の 方 法 「加入申請書」
と
「診断書」
を準備し、名古屋市認知症相談支援センターへ郵送してください。
申請書類付きのパンフレット
（
『加入のご案内』
）
と申請用封筒は、市内のいきいき支援センター、区役所福祉課、区保健センターで配布しています。

「なごや認知症の人おでかけあんしん保険事業」
についてのお問い合わせ先

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 名古屋市認知症相談支援センター
電話 ７３４−７０９９
FAX ７３４−７１９９
〔年末年始、祝日を除く 月〜金 9:00〜17:00〕

高齢者のための無料法律相談実施のご案内
高齢者のための無料法律相談実施のご案内
財産管理の問題、相続の問題、家族間の問題など、生活上の様々な悩み
事について、弁護士による無料の法律相談をご利用いただけます。相談だ
けなら無料です。気軽に相談してみませんか？
＊2019年４月より高齢者のご家族の方からの相談はできなくなりました＊
（ただし、高齢者のための代理相談を除く）

※法律相談の結果、弁護士に依頼する場合、収入や資産が一定額
以下であれば、法テラスの弁護士費用等の立替制度をご利用い
ただける場合があります。そのため、法律相談の際、収入や資産
の状況についてお尋ねします。

いきいき支援センターでは
● 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。

西区南部いきいき支援センター
相談室

8月15日
（月） 13：30〜

西区北部いきいき支援センター
研修室

9月26日
（月） 13：30〜

西区南部いきいき支援センター
相談室

西区南部いきいき支援センター

西区花の木 2-18-1
西区役所等複合施設 5 階

分

西区菊井 2-2-3
アーバネス菊井ビル 2 階

５３２−９０７９

室

電話

562−5775

FAX

FAX

532−9020

562−5776

平田・山田・山田東中学校区にお住いの方

西区北部いきいき支援センター
電話

５０５−８３４３

FAX

西区市場木町 157
パークサイドなかしま1 階

505−8345

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3年度の実績

２，
６８１，
０００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。
（お手数ですが、事前に問合せ先へご一報ください）
・振込での納入も可能です。
【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

問合せ先

賛助会費の使いみちの例

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！
！

7月25日
（月） 13：30〜

申込み・お問合せは、開催会場の下記いきいき支援センターまで

電話

● 虐待や消費者被害など権利擁護に関すること

賛助会員募集

西区北部いきいき支援センター
研修室

天神山・菊井・浄心・名塚中学校区 にお住いの方

● 介護予防に関すること

名古屋市西区社会福祉協議会

6月20日
（月） 13：30〜

西区社会福祉協議会 TEL 532-9076 FAX 532-9082

子育てサロン活動

福祉ふれあい
（区民まつり）

❸

児玉
学区

地域支えあい事業のご紹介

「こだま暮らしの相談センター」の紹介

児玉学区では平成30年4月から地域支えあい事業を実施。
令和4年4月時点で278名の方がボランティア登録をしていただ
いています。
同センターでは、電球交換、通常のゴミ出し、新聞・段ボール等
の梱包といった日常のちょっとした困りごとの相談を受け付けて
いますので、ご希望される方はお気軽にご連絡いただきますよう
お願いします。
相 談 受 付 日

申込できる方
児玉学区の住民の方で、下記のいずれかに該当する方

●児玉学区にお住いの70歳以上のおひとり人暮らしの方
●75歳以上の方のみの世帯の方、障害者手帳をお持ちの方
●その他お手伝いの必要なお困りの方

木曜日 9：30〜11：30
（コミセン休館日・祝日はお休み）

受付場所・連絡先

場所：児玉コミュニティセンター
電話：090-9909-4095（専用電話）

新型コロナウイルス感染症拡大状況等を鑑み、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。

西区社会福祉協議会 令和4年度事業計画
地域福祉活動の推進

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 ★
（見守り活動）
の推進 ● ★
●ふれあいネットワーク活動
●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 ● ★
（住民同士の助け合い発動）
の推進
●地域支えあい事業
（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重層的支援体制整備事業の実施
❺地域共生社会セミナーの開催 ●

ボランティア活動の推進

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
（地域デビュー講座、傾聴ボランティア
●ボランティアの育成
養成講座、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
「西区ボランティアまつり」
の開催等 ★
●連絡会の開催、
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
（ふくし講座プログラムの推進） ★
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）

❹

●…共同募金を財源
★…賛助会費を財源

児童福祉事業

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 ● ★

高齢者福祉事業

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 ★

障がい児・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 ●

その他の事業

❶生活福祉資金貸付事業
「ふくし西」
の発行、ホームページの運営、
❷広報誌
公式LINEアカウント、ブログを活用した情報発信 ● ★
❸健康づくり・世代間交流事業助成 ● ★
❹福祉ふれあい ２2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
（ケアマネジャー）
●居宅介護支援事業
（ホームヘルパー）
●なごやかヘルプ事業

