
この広報紙は、皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金を財源につくられています。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記載された内容から変更・中止となる場合があります。予めご了承ください。

　令和3年度、区内12校において21回、福祉教育
が行われました。
　福祉教育連絡会は「誰もが住みよいまちづくり」
を目指し、地域全体で取り組む福祉教育を推進す
るために毎年1回開催しています。

毎週火・木曜日 ９：００～１２：００

松 原 学 区松 原 学 区

電話

日時

松原コミュニティセンター
（松原二丁目22－24）

場所

０５２－２１１－７４３２ 毎月第３月曜日　１０：３０～１２：００
毎月第1・３木曜日　１０：００～１２：００
毎月第２木曜日　１８：００～１９：００

電話

日時

正木学区集会所
（正木一丁目７－１）

場所

直接窓口にお越しください

大 須 学 区

毎週水・木曜日
９：００～１２：００

大 須 学 区

電話

日時

大須コミュニティセンター
（大須三丁目３８－９）

場所

０８０－９４９５－４０９６

中区社会福祉協議会 TEL（052）331-9951（各学区担当まで）

橘　学　区

毎週月曜日～金曜日
９：００～１２：００

橘　学　区

電話

日時

橘コミュニティセンター
（橘一丁目１４－４）

場所

０５２－２６５－９０８０

平 和 学 区

毎週月曜日１３：００～１６：００
毎週木曜日 ９：００～１２：００

平 和 学 区

電話

日時

平和学区集会所
（金山三丁目１－４）

場所

080－4965－8394

正 木 学 区正 木 学 区

　福祉会館の利用者様が楽しく過ごせる憩
いの場を作っていけたらと思っています。

前津福祉会館 生きがい支援スタッフ
名倉　千恵美

　中区の地域住民の皆様
に信頼していただけるよう
に日々、がんばります。

中区いきいき支援センター
総合相談マネジャー
伊藤　和男

　皆さんが住み慣れた地
域で生活していただける
よう頑張っていきます。

中区いきいき支援センター
センター長
三原　亘 　4月から赴任しまし

た。趣味は囲碁とマー
ジャンです。よろしく
お願いします。

臨時職員
岩田　賢一

　中区の地域福祉向上のため
に、住民のみなさんと協力しな
がらがんばっていきます。

中区社会福祉協議会
事務局次長
加納　大也

　中区の地域や地理、仕事を覚えて、皆
様のお役に立てるようになりたいです。

中区介護保険事業所 サービス提供責任者
黒木　圭織

　一年間の育児休暇をいただき、
2月に復帰いたしました！

中区社会福祉協議会 地域福祉推進スタッフ
野々山　翔子

　困った時に身近な場所で相談できることは、安心して住み
慣れた地域で暮らすことにつながります。
　どこに相談したらよいかわからない、そのような方への情報
提供も行っています。お気軽にご相談くださいね。

地域支えあい事業は、地域の中でつながりをつくる事業です。
中区では現在5学区で地域支えあい事業が行われています！

地域みんなで福祉を学ぼう！地域みんなで福祉を学ぼう！

　小中学校教諭、各学区地域福祉推進協議会構成員、福祉学習
サポーター、福祉体験学習協力ボランティア、中区障害者自立
支援連絡協議会児童部会構成員、52名の参加がありました。
　3校の福祉教育で行われた障がい者スポーツ“ボッチャ”をみんな
で楽しみながら、お互いに多様性の理解を深めました。

令和3年度 中区福祉教育連絡会（令和4年1月12日）

チーム一丸となって「みんながつながり
笑顔ひろがるまちづくり」に取り組んでいきます！

大須学区、橘学区、平和学区に続き、令和4年2月から松原学区と正木学区において、
ちょっとした困りごとの相談窓口が開設されましたのでお知らせいたします。
※各学区の相談窓口は、祝日・お盆・年末年始はお休みです。

新規＆復帰
職員紹介

令和4年８月７日（日）13：30～16：00日 時

中区在宅サービスセンター 研修室（裏面地図参照）会 場

〈講演〉 地域で老いるために
～地域から智域へ～

〈講師〉 日本福祉大学中央福祉専門学校
社会福祉士科夜間課程専任教員

渡辺　哲雄 氏
中日新聞社「老いの風景」「認知症ストーリーケア」執筆

第１部
活動事例発表
（見守りマップづくりの発表等）

第2部

グループワークで
意見・情報交換

第3部

マンション・団地・町内会交流会開催マンション・団地・町内会交流会開催第4回

コロナ禍により、地域における孤立化の進行が一層深刻となっています。こうした中、改めて人と人、
人と社会のつながりの重要性をみつめなおし、社会的に孤立しない地域づくりを考える機会として
開催します。みなさん、ぜひご参加ください。

申込方法

定員50名
参加費無料

窓口・電話・FAXにて令和４年８月１日（月）までに中区社会福祉協議会に申し込み。
FAXの場合は住所・氏名・年齢・電話番号をご記入ください。（先着順）

チーム一丸となって「みんながつながり
笑顔ひろがるまちづくり」に取り組んでいきます！

中区社会福祉協議会 TEL（052）331-9951（福祉教育担当：飯田）

　今後も地域の方々と共に、中区一丸となって福祉教育
に取り組んでいきたいと思います。小中学校だけでな
く、地域の各団体・施設・サロン・企業等において福祉に
ついて学んでみませんか？

ボッチャ（3セット）の貸し出し、ルールの事前説明や当日の審判
調整も可能です。お気軽にご相談ください。

問合せ

報告

問合せ

ボッチャは誰も
が

ヒーローになれ
る

スポーツです！

ボッチャは誰も
が

ヒーローになれ
る

スポーツです！
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前津福祉会館前津福祉会館 時間ができた。ソウダ！！福祉会館へ行こう時間ができた。ソウダ！！福祉会館へ行こう

この広報紙は、皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金を財源につくられています。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記載された内容から変更・中止となる場合があります。予めご了承ください。

しあわせネットワークなか 22022年（令和4年）6月 第88号

　中区社会福祉協議会（略し
て「中区社協」）は、「地域福祉
の推進を図ることを目的とす
る団体」（社会福祉法第109
条）として、昭和26年に発足、
平成6年4月に社会福祉法人
格を取得しました。平成13年
8月に中区の地域福祉の推進
拠点として、「中区在宅サービ
スセンター」を開設し、様々な
地域福祉活動の実施・支援を
行っています。

問 合 せ 先

＊地下鉄上前津駅①番出口後方、万松寺東の信号を左折、東へ約130m（前津中学校南）所在地 〒460-0011  名古屋市中区大須四丁目15-15（1・2階：福祉会館／３・4階：児童館）

じどうかんはこどもが主役になるところじどうかんはこどもが主役になるところ前津児童館前津児童館

前 津 福 祉 会 館 の 利 用 案 内
開 館 時 間 月～土曜日　８：４５～１７：００（休館日：日曜日・祝日・年末年始）
ホームページ http://maedufukushi.shichihuku.com/
電 　 話 （052）262-1869　　FAX　（052）242-5761

利 用 申 込
福祉会館を利用するには、利用証が必要です。
市内の福祉会館１６館を利用できる利用証を発行しますので、中区の
ご住所を確認できる免許証または健康保険証などをご持参ください。

＊詳しくは、館におたずねいただくか、当館ホームページやちらし（福祉会館だより）をご覧ください。

福祉会館キャラクター まえづ太郎

ようこそ福祉会館へ！
　福祉会館は、名古屋市内にお住まいの60歳以上の方が
いきいきとしたシニアライフを楽しむための施設です。

6～8月の主な行事

中区いきいき支援センターからのご案内
いきいき支援センターは、いつまでも住み慣れた地域で暮らせるように、健康・福祉・介護などのさまざまな観点から高齢者を支える機関です。
認知症に関するご相談や認知症高齢者を介護するご家族の方等を支援する事業も行っています。お気軽にご相談ください。
※下記の行事の会場は、中区在宅サービスセンター（右下の地図参照）です。※詳細は、中区いきいき支援センターまでお問い合わせください。電話（052）331－9674

〒460-0013　名古屋市中区上前津二丁目12番23号
中区在宅サービスセンター内

電話 （052）331-9951　FAX （052）331-9953
ホームページ https://www.nakaku-shakyo.jp
Eメール nakaVC@nagoya-shakyo.or.jp

LINE友だち
募集中！！

お友だち追加用ID ＠９３０ｃｈｋｌｇ
（友だち追加からIDを検索してもOK）

　国内におけるボランティア活動中の偶然の事故により、ボランティア自身がけがをした場合（傷害事故）や他
人にけがをさせてしまった、他人の物を壊してしまった場合（賠償事故）などの事故を補償する保険です。また、
ボランティア活動中に新型コロナウイルスに罹患した場合も補償の対象となります。（※罹患状況が確認できる場合）

　中区社協では、区内のボランティアグループの協力を得て「しあわせネットワークなか」の点訳版と
音訳デイジー版（CD録音）を作成しています。皆様のお近くに、視覚に障がいのある方でご希望の方
がいらっしゃいましたら、ぜひ中区社協にご連絡ください。（担当：岩田）

　加入されるご本人様（グループ加入の場合
は代表者様もしくはご担当者様）の社会福祉
協議会窓口への来所が必要です。窓口にて、
保険加入申込書の記入をご案内しますので、
ご印鑑と保険料をご持参ください。

ボランティア個人またはボランティアグループ

Cプラン
500円

Bプラン
300円

Aプラン
250円

天災Cプラン
800円

天災Bプラン
500円

天災Aプラン
400円

基本プラン
基本+天災プラン
地震・噴火・津波によるけがも補償

ボランティア保険のご案内令和4年度

1名あたりの年間保険料

対　　象

１名あたり年間２５０円から８００円までの
プランからいずれかを選択

保 険 料

加入手続き完了日の翌日午前０時から
当年度３月３１日午後１２時まで

補償期間

申
込
方
法

（令和４年１月１日～３月３１日受付分）受付順
●野村　吉男　様　　●明治安田生命保険相互会社 名古屋東支社金鯱営業部　様
●名古屋市中区女性団体連絡協議会　様

あたたかいお志、寄付金をお寄せいただきありがとうございました

健康や福祉、介護など、
お役に立つ情報を発信！

認知症おしゃべりカフェ
無料／参加自由

対　象

日　時

　認知症についての情報提供や、介護に
関わる方どうしで交流ができます。
　お茶を飲みながら、気軽に
情報交換しませんか？

認知症の人に関わっているご家
族や専門職の方、関心のある方
など
毎月第3木曜日 13:30～15:30
4/21(木)、5/19(木)、6/16(木)、
7/21(木)、8/18(木)、9/15(木)

もの忘れ相談医による専門相談
参加無料/要予約（3組まで）

対　象

日　時

　専門の研修を修了した医師が対応します。
　認知症の症状や治療のこと、不安や悩
みなどを相談してみませんか？

もの忘れが気になる方、
認知症の人のご家族など

毎月第3木曜日
14：30～16：00
4/21(木)、5/19(木)、
6/16(木)、7/21(木)、
8/18(木)、9/15(木)

家 族 教 室
参加無料/要予約（各回１０名程度）

対　象

日　時

　認知症について知識を深めたり、介護
者どうしで交流しませんか？
　一人で悩まずに、心にゆとりをもってい
ただけるように、お手伝いをします。

認知症の人を介護
しているご家族など
4/28(木)、5/28(土)、
6/23(木)、7/28(木)、8/25(木)
各13：30～15：30
（5月のみ、14：00～16：00）

寄せ書きパネルの合体

創さんのユニークな楽器演奏

　まだまだ続く新型コロナ。感染予防のため昨年度
同様に制約しての利用をお願いしています。

　みんなが安心して過ごせるようルールを守って楽しく利用してください。また、
混雑時には交代していただくことがあります。ご協力をよろしくお願いします。

児童館・福祉会館 50周年記念コンサート実施！！児童館・福祉会館 50周年記念コンサート実施！！

　昨年度はこの前津児童館・福祉会館が作
られて50周年を迎えました。
　3月28日（月）、のびのびになっていた
キャンペーン企画第2弾「50周年記念コン
サート」を４階ホールで行いました。
　当日は、児童館・福祉会館共にたくさんの
参加がありました。みらい楽器ラボの創さ
んによるペットボトル・空き缶・ホース・風船・
紙管など身の回りにある物を使って作った
ユニークな楽器での演奏やみんなが参加し
ての合奏、クイズを楽しみました。
　コンサート終了後「ありがとうメッセージ」
の寄せ書きパネルを合体させ、参加者全員
で「ハッピーバースデー」を歌い50周年を祝
いました。

ルールを守って楽しく利用！ルールを守って楽しく利用！

●受付での体温確認。（利用者カードへの記入）
●入館時の手洗い、アルコール消毒。
●館内でのマスク着用。（乳幼児をのぞく）
●食べ物を食べることは禁止。（水分補給はOK）
●大声で騒いだり歌ったりあばれたりしない。
●熱やせきなどがある場合は来館しない。

「しあわせネットワークなか」の音訳版（デイジー版）・点字版について

●申込講座★無料
●電話申込みのみ：先着35名
　各日8：45～受付

きてみて体操　14:00～15:30　※元気体操は手ぬぐい持参
きてみてヨガ体操
講師（敬称略）:榊原浩文
14:00～15:30

開 催 日
（原則第1・2・3・5木曜）

体　操　名 イス
使用 講　師（敬称略） 申込開始日 申込開始日開催日時

（原則第4木曜）

６月 ２ 日㈭
６月１１日㈯
６月１６日㈭
６月３０日㈭
７月 ７ 日㈭
７月 ９ 日㈯
７月１４日㈭
７月２１日㈭
８月 ４ 日㈭
８月１３日㈯
８月１８日㈭

あり
あり
あり
なし
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり

㈱あい愛マインド
横川　珠姫
㈱ACE
阪井　光子

㈱あい愛マインド
横川　珠姫

いづみニコニコ体操会
㈱ACE

㈱あい愛マインド
横川　珠姫
㈱ACE

５月１９日㈭
５月２８日㈯
６月 ２ 日㈭
６月１６日㈭
６月２３日㈭
６月２５日㈯
６月３０日㈭
７月 ７ 日㈭
７月２１日㈭
７月３０日㈯
８月 ４ 日㈭

元気体操（手ぬぐい持参）
楽楽体操
のびのび体操
さわやかヨガ

元気体操（手ぬぐい持参）
楽楽体操

やさしい健康体操
のびのび体操

元気体操（手ぬぐい持参）
楽楽体操
のびのび体操

６月２３日㈭

７月２８日㈭

８月２５日㈭

６月 ９ 日㈭

７月１４日㈭

８月１０日㈬

お友だち追加は、こちらから。
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