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この広報誌は皆様にご協力いただいた赤い羽根共同募金でつくられています。

P.２ ………赤い羽根共同募金実績報告
ボランティア応援助成結果報告

P.３ ………いきいき支援センターより
P.４,５ ……第３次地域福祉活動計画報告

地域支えあい事業について

P.６ …… こんにちは「東ほっとネット」です！
ボランティアセンターより
推進協リレー（旭丘学区）

P.７ …… 事務局だより
P.８ …… 福祉会館・児童館だより

さくらクラブ参加者募集！／問合せ先一覧

目次

回  

覧

赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール
第66回第66回

佳作佳作

佳作佳作

ポ
ス
タ
ー
の
部

ポ
ス
タ
ー
の
部

書
道
の
部

書
道
の
部

さくらクラブ 参加者募集！さくらクラブ 参加者募集！

高岳福祉会館をご利用下さい♬ シニア世代のくつろぎの場

元気にはつらつとした生活つくりを
住み慣れた地域で始めませんか
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オープン講座（冬期の健康管理）の様子

愛知教育大学附属名古屋中 ２年
浅井　美穂 さん

愛知教育大学附属名古屋小 ３年
西川　和さん

旭丘小　６年
寺田　有里さん

金城学院中　３年
馬場　扇杏さん

筒井小　６年
杉山　和優さん

愛知教育大学附属名古屋中 ２年
野田　結愛さん

山吹小　６年
藤吉　悠太郎さん

山吹小　２年
高野　航正さん

愛知教育大学附属名古屋小 ３年
長尾　仁頼さん

愛知教育大学附属名古屋中 ２年
牧村　莉子さん 愛知教育大学附属名古屋中 ３年

森　紗絵子さん
桜丘中　３年
久田　晴遥さん

山吹小　６年
古田　友香さん

愛知教育大学附属名古屋小 ２年
馬淵　琴野さん

合同企画では、日ごろの成果を発表する場として、
また他の会場の参加者とも、つながりが広がります。

男性参加者も大活躍！
結束力も固く、パワー全開で活動中。

★ハイハイあそび（４ヵ月～１歳０ヵ月）
　２月２４日㊋、３月２４日㊋　午前１０：４５～午前１１：３０
★ひよっこあそび（１歳児）
　２月１３日㊎、２月２７日㊎、３月１３日㊎　午前１０：３０～午前１１：３０
★幼児体育（２歳児～未就園児）
　２月３日㊋、２月１０日㊋、２月１７日㊋　３月３日㊋、３月１０日㊋、３月１７日㊋
　午前１０：３０～午前１１：３０
★土曜おはなし会（乳幼児とその保護者・小学生　どなたでも）
　２月２１日（土）午前１０：３０～午前１１：00
★親子で育つおはなし会（幼児）
　２月４日㊌、２月１８日㊌　３月４日㊌、３月１８日㊌
　３月１１日（水）・・・東桜コミュニティーセンター
　午前１０：３０～午前１１：00

東区社会福祉協議会
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開 館 日 月曜日～土曜日午前8時45分から午後5時まで（日曜祝日は休館日）
利用方法 来館の際に必ず福祉会館利用証を窓口にご提示ください。
 ※福祉会館利用証はお住まいの区の福祉会館で交付を受けてください。

【利用日時】毎週水・金曜日　午後５時～８時
・中学生は午後７時まで・高校生は午後８時まで
※名古屋市立の中学校の春休み、夏休み、
　冬休み期間中はお休みとなります。

●卓球室・囲碁将棋室の自由利用（午後4時45分まで）
●入浴（毎月15日を除く開館日の午後1時から午後2時まで）
●談話室（新聞、雑誌、テレビ）
●オープン講座（申込み不要・無料）を毎月開催。お気軽にお立ち寄りください。
●同好会の部屋利用（申込みの上ご利用できます｡）
●わくわく通所事業（介護予防のため二次予防事業対象者のみ可）

利用できること（原則無料）

　高岳児童館では、中学生・高校生（ティー
ンズ）水・金曜日の夕方（ナイト）に児童館を
開放しています。
　みんなで集まってダン
スの練習にもってこい！
　もちろん、バスケット・
バトミントン・卓球の練習
や読書・学習もできます。

　今年度も、区内の小・中学校の皆さんから書道646点・ポスター141点と多数の作品のご応募をいただきました。
　東区共同募金委員会より愛知県共同募金会に推薦し、県共同募金会において審査した結果、下記のとおり受賞され
ました。受賞された皆さん、おめでとうございます。

平成27年4月からさくらクラブが始まります！
2月より募集開始。随時見学も受け付けております。
興味あるかたは、一度お問い合わせください。

問合せ先

高岳福祉会館問合せ先

高岳児童館問合せ先

高岳児童館では、主に乳幼児を対象とした下記の
自由参加ひろば（申込不用・無料）を予定しています。

金賞 銀賞

※開催場所の記入がないものにつきましては、
　すべて高岳児童館で実施します。

ティーンズナイト水金 TAKAOKA
みんなよろしく！

●詳細は本会ホームページや広報なごや２月号区版をご覧ください。

お気軽に
ご参加ください。

名古屋市在住の
60歳以上の方対象
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みんなでつくろう！ 誰もが住みよいまちづくり

赤い羽根共同募金 実績報告赤い羽根共同募金 実績報告

東区のボランティア活動を助成金で応援しました！

平成２６年度共同募金実績額

名古屋文化短期大学学生会
ボランティアグループ

●一般募金

●ボランティア応援助成とは…

●歳末たすけあい募金

9,091,239円

地域から……………………5,111,294円
企業から……………………1,929,200円
学校などから…………………651,140円
職場・街頭・個人などから……1,183,574円

216,031円

（昨年度実績額／9,065,135円）
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赤い羽根共同募金

配分金事業

赤い羽根共同募金

配分金事業

内訳

赤い羽根共同募金運動にご協力いただきありがとうございました。
今年も皆様のあたたかいご協力の輪が広がりました。
今後とも地域福祉の推進のため、ご支援・ご協力をお願いいたします。 紙面の都合上、法人会員さまのみご紹介させていただきます。

個人・団体会員様からも多くのご賛同をいただいております。
ご協力ありがとうございます。（50音順・敬称略）

（平成27年1月21日現在)

街頭募金の様子・報告はP.6に掲載

団体の名称 団体の活動内容 助成種類 助成内容 助成金額

男性高齢者の料理教室の実施
被災地ボランティア、
地域ボランティア等の推進

愛知県電気工事業工業組合
朝日土地株式会社
株式会社　安亀
株式会社　石川商会
株式会社　イトウ珈琲商会
伊藤電機株式会社
合資会社　今池電機設備
合資会社　いろは菓子舗
宗教法人　圓勝寺
遠藤陶器株式会社
株式会社　大塚屋
岡﨑信用金庫 代官町支店
株式会社　岡本工務所
株式会社　桶庄
株式会社　貝出電機商会
加藤化学株式会社 第一富士ビル管理事務所
株式会社　加藤製作所
株式会社　加藤設計
可児不動産
有限会社　川井屋本店
合資会社　川由
岸田産業株式会社
株式会社　共栄
共進電気工業株式会社
協和電気工業株式会社
株式会社　くすむら
ケイティケイ株式会社
健康関連取引適正事業団
株式会社　建光社
建材化工株式会社
宗教法人　建中寺
株式会社　小出物産
株式会社　厚進
河野製絨株式会社
医療法人東光会　こうようクリニック

備品 50,000円IH調理器、まな板、
庖丁ケース、庖丁

名古屋ひがし防災
ボランティアネットワーク

防災ボランティアセンター運営協力
防災啓発講座の実施

事業 50,000円防災講演会の開催

名古屋ひがし防災
ボランティアネットワーク

防災ボランティアセンター運営協力
防災啓発講座の実施 備品 50,000円活動用被服

菊武ビジネス専門学校
ボランティア委員会

高齢者交流・介護予防ボランティア
地域清掃ボランティア等 備品 50,000円

紙芝居、輪投げ、
ボウリングセット等

フェアリーキャットテイル 地域ねこの管理、猫の適正飼育
の啓発、猫の譲渡会等 備品 50,000円譲渡会用ケージ、

キャリー、トイレ

東桜チェリーフラチーム 地域行事・福祉施設訪問交流
事業等 備品 50,000円活動用被服

名古屋高校JRC部 区内福祉施設の行事支援
高齢者施設訪問・交流事業等 備品 50,000円活動用被服

宗教法人　西蓮寺
株式会社　桜すし
有限会社　三栄不動産
株式会社シービープラス
敷島製パン株式会社
合資会社　仕出しせき山
合資会社　篠原商店
宗教法人　壽林寺
宗教法人　勝楽寺
昭和興業株式会社
株式会社　昭和美装
株式会社　スズケン
株式会社　スドー
スパゲッティハウス　ナポリ
寿美工業株式会社
宗教法人　清瀧寺（清瀧保育園）
株式会社　せがわ住機
瀬戸信用金庫車道支店
セレモニーホール紫雲殿　徳川斎場
宗教法人　善福院
染木建設株式会社
宗教法人　大幸寺
大幸砂田橋クリニック
株式会社　大清
合資会社　大福屋本店
大本山永平寺名古屋別院
大雄警備株式会社
高林電機株式会社
タック株式会社
中産連ビルディング株式会社
有限会社　中日新聞長塀町専売店
中部電力生活協同組合
宗教法人　長久寺
千代田運輸株式会社
有限会社　つるぎ出版社

株式会社　東海サンユーテクノス
株式会社　東部金属
株式会社　トーエネック名古屋支店
豊田株式会社
仲野無線電気株式会社
名古屋貸物設備株式会社
名古屋紙業株式会社
株式会社　ナゴヤドーム
なごや農業協同組合
株式会社　日進工業所
日本国土開発株式会社
丹羽コルク興業株式会社
株式会社　ヒメノ
株式会社　平沼商店
深田電機株式会社
藤原電機産業株式会社
ブリヂストン化工品西日本株式会社 中部支社
株式会社　文方社
有限会社　法務総合ビル
ホーユー株式会社
株式会社　保坂工業所
宗教法人　本覚寺
株式会社　万年堂
水野ふとん店
株式会社　三田村商店
宗教法人　無量寿院
八神建築株式会社
株式会社　矢田工業所
矢作建設工業株式会社
株式会社　ヤマブキ
株式会社　山本油店
宗教法人　養念寺
宗教法人　了義院

　他、匿名３法人さま

平成26年度　賛助会員ご紹介

平成26年12月末までに106法人さまのご協力いただきました。

プレゼンテーションを行って助成を決めます

善意のご寄付ありがとうございました。善意の寄付
（平成２6年6月１3日～平成２7年１月9日受付分）

申込・問合せ　東区社会福祉協議会

○名古屋ヤクルト販売株式会社 様　　　　　　　〇なごやかスタッフサロン 様
○ひまわりサロン　リサイクル本コーナー 様

東区社会福祉協議会では、香典返しなどに代えてご寄付いただける方には
ご相談に応じてお礼状の作成などを行っております。

　この事業は、赤い羽根共同募金を財源に東区社会福祉協議会が、東区で活躍するボランティア等に地域福祉活動
の活性化、および共同募金運動への理解を広めることを目的に実施する助成事業です。

募金の使い道が分かるポスター
を市立工芸高等学校　辻木桜子
さん、寺島彩菜さんに作成して
いただきました。

事務局だより
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名古屋市高齢者施策推進協議会
全市的な課題について検討

ただ今、地域包括ケアシステムの構築中

振り込め詐欺にご注意を！

　団塊の世代の方々が75歳以上となる2025年（平成37年）に向けて、要介護状態となっても
住み慣れた地域で、自分らしい生活をいつまでも続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステムの構築」が求められています。東区においても、
次のとおり推進体制を整備し、「東区の地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。

※東区孤立死防止地域支援ネットワーク運営協議会と連携

東区地域包括ケア推進会議
ネットワーク構築、高齢者支援の協議

 推進体制

平成26年度のこれまでの主な取り組み

①「高齢者アンケート調査」に
て明らかになった地域課題へ
の対応策を検討

②明らかになった地域課題を地
域住民へ周知

今後の取り組み予定
①東区医師会と連携し、在宅医療介護連携推進作業部会を開催
し、在宅医療介護の多職種間連携の課題やICT（情報通信技
術）の活用について情報共有及び検討をしています。
②認知症専門部会の取り組みとして、10月に元気いきいきフェア
を開催し、認知症の普及啓発を目的に、映画上映会（認知症
アニメ「しわ｣)、音楽療法・回想法体験、福祉用具の展示及び
各種相談を行いました。

昨年末から、振り込め詐欺が多発しており、東区内においても、多額のお金を騙し取られる
ケースが続発しています。不審な電話がかかってきたら、その場で回答をせず、まずは家族
や警察等に相談しましょう！

その他の取り組み

東区の
地域ケア会議
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高齢者連絡会

困難・虐待ケースの
情報共有・検討

東区認知症専門部会の様子

地域課題の検討

地域の会議等で
地域課題の抽出

ケース会議

ケース検討を通じ
地域課題の抽出
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「東ほっとネット」です！「東ほっとネット」です！
～「赤い羽根共同募金街頭募金」を企画・実施しました！～

　11月22日（土）午後「赤い羽根共同募金街頭
募金」をイオンナゴヤドーム前ショッピングセン
ターおよび周辺で行いました。当日は、晴天に恵
まれ、東ほっとネット会員に加え、共同募金配分
金受配団体や子ども会など18団体91名ものボラ
ンティアにご参加いただき、約1時間で88,730円
の過去最高の募金が集まりました。

あなたのやさしさ
もっと知りたい

こんな活動をしています！こんにちはこんにちは

問合せ先  (事務局)東区社会福祉協議会ボランティアセンター「東ほっとネット」はいつでも会員募集中です。
活動に関心のある方はお問い合せください。

東区を住みよいまちにするために、区内のボランティア団体や施設、学校、企業など、
ボランティアに関わる人たちで構成する組織です。

赤い羽根共同募金街頭募金

「東ほっとネット」とは？

ボランティアセンターからのお知らせ「ボランティア活動保険」のご案内
　ボランティア活動中における傷害・賠償事故を補償！活動場所に向かう往復途上も対象です。
平常時のボランティア活動はもちろん、震災や豪雨災害などの天災の復興支援ボランティア活動中のおケガも
カバーします（天災プランの場合）。

　補償期間は、４月１日または、加入日の翌日～翌年３月３１日まで。
　平成27年度（４月１日～）分の加入手続きは３月2日より開始します。保険切れがないよう、早めの更新手続
きをお勧めします。
　なお、加入には印鑑が必要です。その他の条件やお申込方法等詳細につきましては、東区社会福祉協議会ま
でお問合せください。

http://www.aichi-fukushi.or.jp/
●詳しい保険の内容は、愛知県社会福祉協議会のホームページでもご覧いただけます。

　旭丘学区では、約9,000人が暮らし、高齢化率は区平均より少し
若い学区ですが、年4回の高齢者ふれあい給食会では、参加者が50
人を超えています。　
　料理はボランティアの手作りのため、前日からたいそうな量の仕
込みに入ります。12月には、旭丘小学校の児童がボランティア参加
し、配膳のお手伝いやリコーダー演奏を披露し世代間交流を行いま
した。当日は市立工芸高校の生徒も参加して、杵でついたお餅を参
加者に振る舞いました。
　またコミセンでは、「学区で楽しく、子育て、お友達作り」をモットー
に隔月で子育てサークル「あさひっ子」をわきあいあいと開催してい
ます。
　毎年恒例のクロリティ―大会では、お年寄りが日頃見せないハッ
スルぶりに真剣さの中に笑いがある大変楽しい一日になりました。
　様々な事業を通じて、赤ちゃんからお年寄りまで、誰もがふれあい
の輪を広げられるよう、楽しい福祉のまちづくりを目指しています。 白熱するクロリティ―大会

小学生が
お手伝い

推進協リレー推進協リレー 旭丘学区
第6回 推進協とは…？

地域福祉推進協議会（略して、推進協）は、すべての住民が安心して暮らすことのできる
福祉のまちを、住民が主体となって地域ぐるみで推進することを目的とした団体です。

次は明倫学区にバトンタッチ

 ６月 第１回地域包括ケア推進会議にて、地域課題専門部会の設置及び事業計画の承認
 ７月～９月 第１・２回地域課題専門部会にて、「高齢者アンケート調査」の設問等について議論
 １０月 「高齢者アンケート調査」の発送
 １２月 民生委員とケアマネジャーの交流会を開催し、お互いの役割を確認し交流
  第３回地域課題専門部会にて、「高齢者アンケート調査」の概要報告

東区地域課題専門部会
地域課題の把握及び普及啓発認知症の普及啓発や地域のネットワーク構築

東区認知症専門部会



　東区では、住民と共に作成した、第３次地域福祉活動計画が完成しました。
　それを基に「みんなでつくろうわがまちひがし」略して『みんつく』では
３つのグループに分かれ、目標実現のため毎月第４木曜日に集まっています。
住民参加による計画推進のもと、活発な話し合いを重ねています。

　今取り組んでいるのは『新・回覧板づくり』。
　みなさんは回覧板、見ていますか？　「またいつもの…」と、ハンコだけ押して回していませんか？
　それは地域の行事や情報を見過してご近所と顔見知りになるチャンスを逃しているのかもしれません｡
　「平成となり組」は（ネット社会の現代においても）回覧板は地域と住民、住民と住民をつなぐ“情報が
向こうからやって来る”重要な情報源だと考えています。
　そこで、「手に取ってもらえる」「開いて見たくなる」回覧板とは何かを検討し、
回覧板をきっかけに地域の行事に顔を出していただくことでご近所と顔見知りに
なる機会を増やしていくことを目的にしています。
　現在は、モデル町内会での“新・回覧板”の試用・検証作業に向けて試作品を作
成しているところです。

　地域支えあい事業は高齢者や障がい者のちょっとした困りごとを、多様な世代のボランティア
により支援できるように、地域の困りごとを地域で解決できる仕組みを作ることを目的とした
事業です。
　昨年度までの「シルバーパワー事業」が新しくなり、地域支えあい事業となりました！
これまでの山吹、明倫、葵学区につづき、今年度末から新たに筒井学区で始まります！
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昨年度９月に開催した福祉のつどいで、策定した計画をスタートさせました。
今回は、みんつくの３つのグループの進捗をお知らせします！！

地域支えあい事業（地域力の再生による生活福祉推進事業）とは…？

東区の取り組みを紹介します！
今回は…　明倫学区！

シルバーパワー事業と変わったところは…？

１．個別支援（おたすけボランティア）や、見守り活動を中心に進めて行きます！ 
２．ポイント付与の対象となるボランティアの年齢制限がなくなりました！

『新しいご近所づきあいで地域力アップ！』を目標に、
「これからのご近所とのつきあい方」を検討・発信していきます。

平成となり組平成となり組グループ1

グループ2

グループ3

“誰を笑顔にするか”を想定しながら、助け合いや相談の仕組みが地域でうまく循環できるような、具体
的な方策を話し合っています。
　助け合うのもお互いを知っているからこそ。今ある社会資源と、相談窓口としての機能がうまく共存し
ていけないか…など、１人で抱え込むことのないよう、身近な相談窓口づくりとその形を模索しています。

「出あい ふれあい 支えあい」３つの“あい”からなる『あいさんの会』
私たちのチームでは目標Ⅱ

『お互いさまの助け合い・相談の仕組みづくり』の計画を推進中です！

あいさんの会あいさんの会

　たとえば、こんなボランティアさんが考えられます。
①個人を支援する人　②環境作りをする人　③場を作る人
　これまでの話し合いの中で、町人ボラコのイメージ作り
ができました。
　今後は、具体的な啓発方法など、町人ボラコを広めてい
く仕掛けを話し合っていきます。

　明倫学区では、今年度から、高齢者のちょっとした困りごとを
お手伝いする「おたすけボランティア」が始まりました！

地域住民の困りごとを発見し、
支援をする人・場所と「つなぐ」人です！

ボラコラボボラコラボ

ひがし社協だより 64号ひがし社協だより 64号

問合せ：東区社会福祉協議会　野澤さまざまな立場に立って課題の洗い出し。 メンバーから出た意見は見える化し、
次の話合いにつなげます。

コミュニティセンターで
相談窓口を開いています！
(10時～17時 ※月曜休み）

たくさんの方に知ってい
ただくために、啓発マグ
ネットを作りました！

☆ 山吹・明倫・葵・筒井学区では、
おたすけボランティアや地域の
行事・サロンのお手伝いをして
くださる方も募集しています！

その2

定例会　日時：毎月第４木曜日 10:00～開催　 場所：高岳げんき館 １階研修室

みんつくは、メンバーを募集中です。一緒に東区のことを考えていきませんか？

ポスターは
こんな感じ！

町人ボラコとは？

活動計画では「誰もが住みよいまちづくり」を進めています。その中でも、お互いさまの
助け合いづくりを目指し実践している、地域支えあい事業の紹介をします。

その1

新回覧板
開いて

みたくなる

Point!

Point!

Point!

回覧板

見学も自由
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いきいき支援センターより

ひがし社協だより 64号

名古屋市高齢者施策推進協議会
全市的な課題について検討

ただ今、地域包括ケアシステムの構築中

振り込め詐欺にご注意を！

　団塊の世代の方々が75歳以上となる2025年（平成37年）に向けて、要介護状態となっても
住み慣れた地域で、自分らしい生活をいつまでも続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステムの構築」が求められています。東区においても、
次のとおり推進体制を整備し、「東区の地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。

※東区孤立死防止地域支援ネットワーク運営協議会と連携

東区地域包括ケア推進会議
ネットワーク構築、高齢者支援の協議

 推進体制

平成26年度のこれまでの主な取り組み

①「高齢者アンケート調査」に
て明らかになった地域課題へ
の対応策を検討

②明らかになった地域課題を地
域住民へ周知

今後の取り組み予定
①東区医師会と連携し、在宅医療介護連携推進作業部会を開催
し、在宅医療介護の多職種間連携の課題やICT（情報通信技
術）の活用について情報共有及び検討をしています。

②認知症専門部会の取り組みとして、10月に元気いきいきフェア
を開催し、認知症の普及啓発を目的に、映画上映会（認知症
アニメ「しわ｣)、音楽療法・回想法体験、福祉用具の展示及び
各種相談を行いました。

昨年末から、振り込め詐欺が多発しており、東区内においても、多額のお金を騙し取られる
ケースが続発しています。不審な電話がかかってきたら、その場で回答をせず、まずは家族
や警察等に相談しましょう！

その他の取り組み

東区の
地域ケア会議

6 ひがし社協だより 64号

高齢者連絡会

困難・虐待ケースの
情報共有・検討

東区認知症専門部会の様子

地域課題の検討

地域の会議等で
地域課題の抽出

ケース会議

ケース検討を通じ
地域課題の抽出
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「東ほっとネット」です！「東ほっとネット」です！
～「赤い羽根共同募金街頭募金」を企画・実施しました！～

　11月22日（土）午後「赤い羽根共同募金街頭
募金」をイオンナゴヤドーム前ショッピングセン
ターおよび周辺で行いました。当日は、晴天に恵
まれ、東ほっとネット会員に加え、共同募金配分
金受配団体や子ども会など18団体91名ものボラ
ンティアにご参加いただき、約1時間で88,730円
の過去最高の募金が集まりました。

あなたのやさしさ
もっと知りたい

こんな活動をしています！こんにちはこんにちは

問合せ先  (事務局)東区社会福祉協議会ボランティアセンター「東ほっとネット」はいつでも会員募集中です。
活動に関心のある方はお問い合せください。

東区を住みよいまちにするために、区内のボランティア団体や施設、学校、企業など、
ボランティアに関わる人たちで構成する組織です。

赤い羽根共同募金街頭募金

「東ほっとネット」とは？
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 １０月 「高齢者アンケート調査」の発送
 １２月 民生委員とケアマネジャーの交流会を開催し、お互いの役割を確認し交流
  第３回地域課題専門部会にて、「高齢者アンケート調査」の概要報告

東区地域課題専門部会
地域課題の把握及び普及啓発認知症の普及啓発や地域のネットワーク構築

東区認知症専門部会
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みんなでつくろう！ 誰もが住みよいまちづくり

赤い羽根共同募金 実績報告赤い羽根共同募金 実績報告

東区のボランティア活動を助成金で応援しました！

平成２６年度共同募金実績額

名古屋文化短期大学学生会
ボランティアグループ

●一般募金

●ボランティア応援助成とは…

●歳末たすけあい募金

9,091,239円

地域から……………………5,111,294円
企業から……………………1,929,200円
学校などから…………………651,140円
職場・街頭・個人などから……1,183,574円

216,031円

（昨年度実績額／9,065,135円）

7ひがし社協だより 64号

赤い羽根共同募金

配分金事業

赤い羽根共同募金

配分金事業

内訳

赤い羽根共同募金運動にご協力いただきありがとうございました。
今年も皆様のあたたかいご協力の輪が広がりました。
今後とも地域福祉の推進のため、ご支援・ご協力をお願いいたします。 紙面の都合上、法人会員さまのみご紹介させていただきます。

個人・団体会員様からも多くのご賛同をいただいております。
ご協力ありがとうございます。（50音順・敬称略）

（平成27年1月21日現在)

街頭募金の様子・報告はP.6に掲載

団体の名称 団体の活動内容 助成種類 助成内容 助成金額

男性高齢者の料理教室の実施
被災地ボランティア、
地域ボランティア等の推進

愛知県電気工事業工業組合
朝日土地株式会社
株式会社　安亀
株式会社　石川商会
株式会社　イトウ珈琲商会
伊藤電機株式会社
合資会社　今池電機設備
合資会社　いろは菓子舗
宗教法人　圓勝寺
遠藤陶器株式会社
株式会社　大塚屋
岡﨑信用金庫 代官町支店
株式会社　岡本工務所
株式会社　桶庄
株式会社　貝出電機商会
加藤化学株式会社 第一富士ビル管理事務所
株式会社　加藤製作所
株式会社　加藤設計
可児不動産
有限会社　川井屋本店
合資会社　川由
岸田産業株式会社
株式会社　共栄
共進電気工業株式会社
協和電気工業株式会社
株式会社　くすむら
ケイティケイ株式会社
健康関連取引適正事業団
株式会社　建光社
建材化工株式会社
宗教法人　建中寺
株式会社　小出物産
株式会社　厚進
河野製絨株式会社
医療法人東光会　こうようクリニック

備品 50,000円IH調理器、まな板、
庖丁ケース、庖丁

名古屋ひがし防災
ボランティアネットワーク

防災ボランティアセンター運営協力
防災啓発講座の実施

事業 50,000円防災講演会の開催

名古屋ひがし防災
ボランティアネットワーク

防災ボランティアセンター運営協力
防災啓発講座の実施 備品 50,000円活動用被服

菊武ビジネス専門学校
ボランティア委員会

高齢者交流・介護予防ボランティア
地域清掃ボランティア等 備品 50,000円

紙芝居、輪投げ、
ボウリングセット等

フェアリーキャットテイル 地域ねこの管理、猫の適正飼育
の啓発、猫の譲渡会等 備品 50,000円譲渡会用ケージ、

キャリー、トイレ

東桜チェリーフラチーム 地域行事・福祉施設訪問交流
事業等 備品 50,000円活動用被服

名古屋高校JRC部 区内福祉施設の行事支援
高齢者施設訪問・交流事業等 備品 50,000円活動用被服

宗教法人　西蓮寺
株式会社　桜すし
有限会社　三栄不動産
株式会社シービープラス
敷島製パン株式会社
合資会社　仕出しせき山
合資会社　篠原商店
宗教法人　壽林寺
宗教法人　勝楽寺
昭和興業株式会社
株式会社　昭和美装
株式会社　スズケン
株式会社　スドー
スパゲッティハウス　ナポリ
寿美工業株式会社
宗教法人　清瀧寺（清瀧保育園）
株式会社　せがわ住機
瀬戸信用金庫車道支店
セレモニーホール紫雲殿　徳川斎場
宗教法人　善福院
染木建設株式会社
宗教法人　大幸寺
大幸砂田橋クリニック
株式会社　大清
合資会社　大福屋本店
大本山永平寺名古屋別院
大雄警備株式会社
高林電機株式会社
タック株式会社
中産連ビルディング株式会社
有限会社　中日新聞長塀町専売店
中部電力生活協同組合
宗教法人　長久寺
千代田運輸株式会社
有限会社　つるぎ出版社

株式会社　東海サンユーテクノス
株式会社　東部金属
株式会社　トーエネック名古屋支店
豊田株式会社
仲野無線電気株式会社
名古屋貸物設備株式会社
名古屋紙業株式会社
株式会社　ナゴヤドーム
なごや農業協同組合
株式会社　日進工業所
日本国土開発株式会社
丹羽コルク興業株式会社
株式会社　ヒメノ
株式会社　平沼商店
深田電機株式会社
藤原電機産業株式会社
ブリヂストン化工品西日本株式会社 中部支社
株式会社　文方社
有限会社　法務総合ビル
ホーユー株式会社
株式会社　保坂工業所
宗教法人　本覚寺
株式会社　万年堂
水野ふとん店
株式会社　三田村商店
宗教法人　無量寿院
八神建築株式会社
株式会社　矢田工業所
矢作建設工業株式会社
株式会社　ヤマブキ
株式会社　山本油店
宗教法人　養念寺
宗教法人　了義院

　他、匿名３法人さま

平成26年度　賛助会員ご紹介

平成26年12月末までに106法人さまのご協力いただきました。

プレゼンテーションを行って助成を決めます

善意のご寄付ありがとうございました。善意の寄付
（平成２6年6月１3日～平成２7年１月9日受付分）

申込・問合せ　東区社会福祉協議会

○名古屋ヤクルト販売株式会社 様　　　　　　　〇なごやかスタッフサロン 様
○ひまわりサロン　リサイクル本コーナー 様

東区社会福祉協議会では、香典返しなどに代えてご寄付いただける方には
ご相談に応じてお礼状の作成などを行っております。

　この事業は、赤い羽根共同募金を財源に東区社会福祉協議会が、東区で活躍するボランティア等に地域福祉活動
の活性化、および共同募金運動への理解を広めることを目的に実施する助成事業です。

募金の使い道が分かるポスター
を市立工芸高等学校　辻木桜子
さん、寺島彩菜さんに作成して
いただきました。

事務局だより
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名古屋市東区社会福祉協議会
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〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目28番５号
高岳げんき館(東区在宅サービスセンター)内
TEL：932－8204／FAX：932－9311
E-mail:higashiVC@nagoya-shakyo.or.jp

http://www.higashi-fukushi.com

編集・発行

この広報誌は皆様にご協力いただいた赤い羽根共同募金でつくられています。

P.２ ………赤い羽根共同募金実績報告
ボランティア応援助成結果報告

P.３ ………いきいき支援センターより
P.４,５ ……第３次地域福祉活動計画報告

地域支えあい事業について

P.６ …… こんにちは「東ほっとネット」です！
ボランティアセンターより
推進協リレー（旭丘学区）

P.７ …… 事務局だより
P.８ …… 福祉会館・児童館だより

さくらクラブ参加者募集！／問合せ先一覧
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さくらクラブ 参加者募集！さくらクラブ 参加者募集！

高岳福祉会館をご利用下さい♬ シニア世代のくつろぎの場

元気にはつらつとした生活つくりを
住み慣れた地域で始めませんか

至鶴舞
高岳 桜通泉二

至黒川

関西
電力

レクサス

高岳郵便局至
久
屋
大
通

国
道
41
号
線 至

車
道

地下鉄 桜通線 高岳駅

エレベーター
(地下鉄高岳駅直結）
エレベーター
(地下鉄高岳駅直結）

N東区社会福祉協議会
(高岳げんき館）

桜通（国道19号線）

駐車場入口

東区社会福祉協議会
（ボランティアセンター）
共同募金委員会

介護保険事業所
いきいき支援センター
いきいき支援センター分室
高岳福祉会館
高岳児童館

932－8204

TEL問い合わせ一覧 FAX

932－9311

935－1025

711－6313

686－2525

932－8236
711－6333
931－8174

932－1718

オープン講座（冬期の健康管理）の様子

愛知教育大学附属名古屋中 ２年
浅井　美穂 さん

愛知教育大学附属名古屋小 ３年
西川　和さん

旭丘小　６年
寺田　有里さん

金城学院中　３年
馬場　扇杏さん

筒井小　６年
杉山　和優さん

愛知教育大学附属名古屋中 ２年
野田　結愛さん

山吹小　６年
藤吉　悠太郎さん

山吹小　２年
高野　航正さん

愛知教育大学附属名古屋小 ３年
長尾　仁頼さん

愛知教育大学附属名古屋中 ２年
牧村　莉子さん 愛知教育大学附属名古屋中 ３年

森　紗絵子さん
桜丘中　３年
久田　晴遥さん

山吹小　６年
古田　友香さん

愛知教育大学附属名古屋小 ２年
馬淵　琴野さん

合同企画では、日ごろの成果を発表する場として、
また他の会場の参加者とも、つながりが広がります。

男性参加者も大活躍！
結束力も固く、パワー全開で活動中。

★ハイハイあそび（４ヵ月～１歳０ヵ月）
　２月２４日㊋、３月２４日㊋　午前１０：４５～午前１１：３０
★ひよっこあそび（１歳児）
　２月１３日㊎、２月２７日㊎、３月１３日㊎　午前１０：３０～午前１１：３０
★幼児体育（２歳児～未就園児）
　２月３日㊋、２月１０日㊋、２月１７日㊋　３月３日㊋、３月１０日㊋、３月１７日㊋
　午前１０：３０～午前１１：３０
★土曜おはなし会（乳幼児とその保護者・小学生　どなたでも）
　２月２１日（土）午前１０：３０～午前１１：00
★親子で育つおはなし会（幼児）
　２月４日㊌、２月１８日㊌　３月４日㊌、３月１８日㊌
　３月１１日（水）・・・東桜コミュニティーセンター
　午前１０：３０～午前１１：00

東区社会福祉協議会
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開 館 日 月曜日～土曜日午前8時45分から午後5時まで（日曜祝日は休館日）
利用方法 来館の際に必ず福祉会館利用証を窓口にご提示ください。
 ※福祉会館利用証はお住まいの区の福祉会館で交付を受けてください。

【利用日時】毎週水・金曜日　午後５時～８時
・中学生は午後７時まで・高校生は午後８時まで
※名古屋市立の中学校の春休み、夏休み、
　冬休み期間中はお休みとなります。

●卓球室・囲碁将棋室の自由利用（午後4時45分まで）
●入浴（毎月15日を除く開館日の午後1時から午後2時まで）
●談話室（新聞、雑誌、テレビ）
●オープン講座（申込み不要・無料）を毎月開催。お気軽にお立ち寄りください。
●同好会の部屋利用（申込みの上ご利用できます｡）
●わくわく通所事業（介護予防のため二次予防事業対象者のみ可）

利用できること（原則無料）

　高岳児童館では、中学生・高校生（ティー
ンズ）水・金曜日の夕方（ナイト）に児童館を
開放しています。
　みんなで集まってダン
スの練習にもってこい！
　もちろん、バスケット・
バトミントン・卓球の練習
や読書・学習もできます。

　今年度も、区内の小・中学校の皆さんから書道646点・ポスター141点と多数の作品のご応募をいただきました。
　東区共同募金委員会より愛知県共同募金会に推薦し、県共同募金会において審査した結果、下記のとおり受賞され
ました。受賞された皆さん、おめでとうございます。

平成27年4月からさくらクラブが始まります！
2月より募集開始。随時見学も受け付けております。
興味あるかたは、一度お問い合わせください。

問合せ先

高岳福祉会館問合せ先

高岳児童館問合せ先

高岳児童館では、主に乳幼児を対象とした下記の
自由参加ひろば（申込不用・無料）を予定しています。

金賞 銀賞

※開催場所の記入がないものにつきましては、
　すべて高岳児童館で実施します。

ティーンズナイト水金 TAKAOKA
みんなよろしく！

●詳細は本会ホームページや広報なごや２月号区版をご覧ください。

お気軽に
ご参加ください。

名古屋市在住の
60歳以上の方対象


