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※金曜日午前中は新しい会場になります

愛知教育大学附属
名古屋小 ３年
河口　和奏 さん

砂田橋小 ６年
奥田　真美子さん

東桜小　５年
甲斐川　凌駕さん

矢田中　２年
近藤　亜衣子さん

愛知教育大学附属
名古屋中 １年
髙松　一茶さん

桜丘中 ２年
川瀬　晶歩さん

旭丘小 ６年
村瀬　眞子さん 愛知教育大学附属名古屋小 １年

横井　暖大さん

愛知教育大学附属名古屋小 5年
村瀬　百合子さん

愛知教育大学附属名古屋中 1年
横地　君咲さん

愛知教育大学附属名古屋中 ３年
原　凜佳さん

冨士中　1年
大形　碧さん

山吹小　６年
西田　隆真さん

愛知教育大学附属名古屋小 ３年
伊東　開耶さん
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各会場24名。定員超えた場合は抽選します（公開抽選3/3高岳げんき館にて）

参加期間
申込期間 2/1～2/26まで

6ヵ月（４月～９月）

申込方法

会場・時間

定　　員

利用日時

月
火
水
金

山吹コミュニティセンター
旭丘コミュニティセンター
葵小学校プレイルーム
 新 矢田コミュニティセンター

筒井コミュニティセンター
明倫コミュニティセンター
東白壁コミュニティセンター
サンコート砂田橋集会所

午前の部（10:00～12:00）

毎週金曜日 17:00~20:00
中学生は19：00まで
高校生は20：00まで

午後の部（13:30～15:30）

今年度も、区内の小・中学校の皆さんから書道７９０点・ポスター１５０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。

申込みハガキまたは、官製ハガキに①住所②氏名（ふりがな）
③生年月日（年齢）④電話番号⑤参加希望会場を明記のうえ、
郵送か、窓口に直接お持ちください！！

『はつらつ長寿推進事業　さくらクラブ』では、65歳以上の方が楽しく介護・
認知症予防の理解を深めるとともに、仲間づくりや地域活動など、人と人とがつ
ながれる場です。「行く場所ないな～」「健康づくり始めたいな～」と思ってい
るかた！！　ぜひ、お申込みください。　見学も随時受付中！！

　平成28年度から、健やかで活力のある高齢者支援を推進するため、認知症予防事
業を行います。認知症予防教室では、3ヵ月単位で参加者を募集し、脳賦活（脳の活
性化）運動などを取り入れて開催します。
　また、高齢者サロンも新たに開設します。みんなで集まって、脳トレをやったり
します。月2回、自由参加で開催します。
　また、自由参加の講座では、歌ごえ・お笑い・健康増進などをテーマに、月平均
3回開催します。詳しくは、広報なごやなどで案内します。

「移動児童館事業」はじまります！高岳児童館より高岳児童館より

　金曜日の夕方（ナイト）、中学生・高校生（ティーンズ）に児童館を開放
しています。
みんなで集まって鏡のある部屋があるので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。「ティーンズナイト  TAKAOKA」にあそびにきてね！

　平成28年度から移動児童館事業として、各学区の子育てサロンにお伺いし、読み聞かせや子ども向けの簡単な
紙工作などをします。
　いつ、どこにお伺いするかはサロンか児童館におたずね下さいね。お近くに出向いた時は、遊びに来て下さい。

※名古屋市立の中学校の春休み、夏休み、
冬休みはお休みとなります。

さくらクラブ
参加者募集！！
さくらクラブ
参加者募集！！

ティーンズナイト　TAKAOKAからのお知らせ
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みんなでつくろう！ 誰もが住みよいまちづくり

地域福祉活動の応援団になりませんか！！

いらなくなった『未使用ハガキ(年賀状など)』ありませんか？

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２7年度共同募金実績額

名古屋ひがし
防災ボランティアネットワーク

●寝具クリーニングサービス事業
●ふれあい・いきいきサロン（子育てや高齢者のサロン）の支援
●｢ひがし福祉まつり」における福祉体験コーナー等の実施
●社協だより（本紙）の発行　　など

●一般募金

●ボランティア応援助成とは…

これまでに
こんな事業に
活用しました！！

●歳末たすけあい募金

9,120,853円

地域から……………………5,058,606円
企業から……………………1,955,000円
学校などから…………………657,270円
職場・街頭・個人などから……1,236,113円

213,864円

（昨年度実績額／9,091,239円）
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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。

（平成28年1月20日現在)

団体の名称 団体の活動内容 助成種類 助成内容 助成金額

防災ボランティアセンター運営
協力

備品 50,000円災害ボランティア
センター訓練設営用品

高岳ハンサムダンディーズ 回想法や合唱、体操などを提供 備品 50,000円活動時に着用する
目立つベスト

ロケラニ フラダンスで月２、３回ボランティア
活動（老人施設等）

備品 50,000円衣装

菊武ビジネス専門学校
ボランティア委員会

「ちから館とくがわ」の訪問ボラン
ティア「高岳児童館」「なごやか
まつりひがし」等ボランティア

備品 50,000円

フェアリーキャットテイル 飼い主のいない猫たちの保護、
しつけ、里親探し

備品 50,000円おりたたみかご、
キャリー

名古屋高校JRC部
赤い羽根共同募金、ふれあいやまぶき
まつり、なごやかひがしまつり、あしなが
学生募金、赤十字街頭募金、献血等

備品
50,000円
以内必要額

活動用ビブス、
帽子

いきいきワーカーズおばた
生活便利屋等の派遣活動、地域
活動情報紙発行、見守り活動、見
守りマップ発行

事業
実績払い

東区内配布分の実績額を、
（50,000円）を限度額として

見守りマップ作成

ぺんぺん草 月に１回児童養護施設慈友学園
へ訪問 備品

旭丘学区から
餅つきセット寄付

餅つき道具、
三升用臼木台、
杵M,Sセット

賛助会員募集

善意のご寄付ありがとうございました。善意の寄付
（平成２7年6月１日～平成２7年12月31日受付分）

○名古屋ヤクルト販売株式会社 様　○ひまわりサロン リサイクル本コーナー（７件） 様
○なごやかスタッフサロン 様　　　○匿名（３件）

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、赤い羽根共同募金の
配分金を財源に名古屋市東区社会福
祉協議会が、東区の地域福祉活動の
活性化、および共同募金運動への理
解の拡大を目的に実施する助成事業
です。

事務局だより

「ちから館とくがわ」訪問
用遊具（紙芝居）、消耗品、
活動用ユニフォーム

東区社会福祉協議会では、地域のみなさまと協働して『誰もが住みよいまちづくり』を推進して
おります。本会事業にご賛同いただき、ご協力いただけますようお願いいたします。

　お家にいらなくなったハガキはありませんか？
　書き間違えて使えなくなった年賀状や未使用のハガキを、ぜひ「ハガッキーくん」
に入れてください！
　ハガッキーくんに入れていただいたハガキは郵便局で交換し、東区内のボラン
ティア活動などに使われます。
　高岳げんき館（本会事務所）の一階北側出入口（自動ドアの正面）に設置してい
ます。ぜひ、よろしくお願いします！

＊所得税・住民税及び法人税の優遇処置が
　受けられる場合があります

個人 １口　1,000円（年間）
法人・団体 １口　5,000円（年間）

会　費

推進協リレー推進協リレー 矢田学区
第8回

推進協とは…？

次は砂田橋学区にバトンタッチ

給食会の様子

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。

「矢田学区さん、今、何やってますか？」

「はい、3 つの楽しいことやってます」
ふれ愛給食会は年５回。今年度は参加者のみなさんの声を生かし参加型の企画を始めました。
「みんなで歌おう」「みんなで話そう」「みんなで体操しよう」

みんなでやるって楽しいね。

給食会から生まれた支え愛まごころサポート。困ったときはお互い
さま。庭の草取りや庭木の剪定などのお手伝い。民生委員やボラ
ンティアが相談窓口になってコーディネーターにつなぎます。

助け合いって楽しいね。

三世代交流会は矢田小学校で。全体会と分科会とで構成。分科会は
折り紙などの伝承遊び体験とグラウンドゴルフなどの運動体験。

ふれあいって楽しいね。

以上、矢田学区からの報告でした！

希望団体はプレゼン
テーションを行って
PRをしました。
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いきいき支援センターより
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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28年度（４月１日～）分の加入手続きは３月1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。
●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。http://www.aichi-fukushi.or.jp/

東区いきいき支援センターの認知症事業について

身近な問題、認知症に関する東区いきいき支援センターの
事業について紹介します

ボランティア紹介
点訳ボランティアって…？

点訳グループ「ポイント・テン」

「認知症初期集中支援チーム」についてご案内します。A

　認知症の問題は、認知症の
方やその家族だけでの問題で
はなく、その地域に住む皆さ
んの問題となってきています。

　認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、いきいき支援センターに設置されています。医療
と福祉の専門職が、ご自宅を訪問し、本人とご家族にお話を伺います。認知症サポート医の助言をもとに、概ね
６ヵ月を目途に集中的に対応し、医療機関の定期的な受診や介護サービスの利用等ができるよう、支援します。

認知症介護の悩みがあるけど･･･。

「いきいきカフェひがし」についてご案内します。A
　毎月第２水曜日の１３：30～15：30に高岳げんき館で開催しています。実際に
介護されている方、認知症や介護について関心のある方等、色々な立場の方が気
軽に集いお話をし、交流や情報交換のできる場として提供しています。
　ほっと一息、お茶を飲みながら認知症や介護についてお話をしたり、仲間づくり
をしてみませんか？当日参加も大歓迎です。皆様のお越しをお待ちしております。

認知症について学びたいけど･･･。

「認知症サポーター養成講座」についてご案内します。

Q
A

　認知症サポーターは、認知症になっても誰もが暮らしやすい地域をつくるため、
認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援する人のことを言い
ます。
　東区いきいき支援センターでは、企業・学校等への出張講座や定期講座を行っ
ています。講座の内容は、認知症の理解・対応方法、認知症予防等です。
　定期講座については、平成28年2月26日（金）18：00～19：30に、高岳げん
き館１階研修室で行います。参加希望の方は東区いきいき支援センターまでご連
絡ください。出張講座も承ります。

　現在、東区認知症専門部会として、認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる
ように、認知症の容態と適切な対応を示した「認知症ケアパス」作成しております。ご期待ください。
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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21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、老人クラブなど22団体
138名ものボランティアにご参加いただき、約1時間で114,905円の過去最高の
募金が集まりました。

　災害が発生し、被災者が出た時、支援に駆けつけるボランティアさんがいます。こ
の被災者とボランティアのマッチングと、ボランティア活動の支援をするのが災害ボ
ランティアセンターの役目です。
　ボランティアは、災害で家屋や家具に被害が出た時、その整理や後始末など、身近な
復旧の手伝いをします。行政では手の届かない、個人宅復旧の大きな力になります｡
　平成27年12月23日(水)に、災害ボランティアセンター設置訓練を、実際に設置
予定の高岳げんき館で行いました。
　この訓練には、東ほっとネット加盟団体、東区社協職員、東区役所職員、応援の他
区防災ボランティアが参加しました。講義でセンターの組織と機能を学び、現場を想定した環境で、活動雰囲気を体験し
ました。各人の強みを、災害ボランティアセンターではどの様に活かすか考えていただきました。
　非常食の試食を兼ねた昼食の後、二つの団体の興味深い活動紹介があり、その後グループディスカッションを行いました｡

あなたのやさしさ
もっと知りたい

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

申込・問合せ  東区いきいき支援センター

高齢化は進み

「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

※点訳ボランティアに興味がある方は東区社協ボランティアセンターにお問い合わせください。

講座の様子

「東ほっとネット」

　目の不自由な方に広報紙や案内の情報を伝えるために、活字を指で読み
取れる「点字」に翻訳するボランティア活動をしています。

点訳は目の不自由な方にとって、大切な情報源

その他、認知症に関することや介護のこともお気軽に、ご相談ください。

名古屋市の現在(2014.12）

後期高齢者：24.9万人そのうち、認知症高齢者：約5.2万人

全国　後期高齢者：2025年→約470万人に増加

Q

おじいさんの認知症の対応に困っているけど･･･。

東ほっとネットから報告 災害ボランティアセンター設置訓練・交流会を行いました!!

Q

とは？

　目の不自由な方を応援したい方、点訳ボランティアに興味があり活動したい方を対象に、
現在、点訳ボランティア養成講座を開催しています。
　点訳ボランティア「ポイント・テン」が講師をし、点訳の基礎からパソコンによる入力作
業までを学んでいます。
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場所は、ご自宅、マンションや市営住宅の集会室、
コミセン、お寺などどこでもできます。

高岳げんき館でもサロンやってます！ ひまわりサロン
開催日：毎月第2木曜日、11:00～14:00（祝日などは第１木曜日）
喫茶コーナー、リサイクル本コーナー、
展示企画コーナーの他、天気の良い日は
オープンカフェも利用できます～

山吹学区で地域支えあい事業の相談窓口が始まります！

「山吹おたすけボランティア」！！「山吹おたすけボランティア」！！

サロンの相談しがてら寄ってみませんか～
誰でも参加OK！時間内出入り自由、サンワークによる
コーヒーやパンの販売もありますよ☆

募集中

・開設助成金（５万円)、運営助成金の申請受付と交付
・チラシを配架して、サロンを周知します。
・手品、オカリナ、フラダンス、ハンドベル、みんつく一座などいろいろなボランティアさんを紹介します。
・フードバンクからのお菓子・ジュース等をサロンに提供します。
・その他いろいろなサロン運営に関わるご相談に応じます。

その名も…

これはどこに
相談したら
いいの？

こんなことで
困ってるん
だけど…

コミセンに
　電話してね！

〇ふれあい広場明倫のボランティアさん（新出来シティ住宅集会室、毎月第１木曜日の午後）
〇十人十色（臨床美術サロン）のボランティアさん（明倫コミセン、毎月第2水曜日の午後）
〇モーニングカフェサロンを開きたい方（東区内の市営住宅集会室、月２回程度）

山吹学区では、山吹学区にお住まいの高齢の方や障がいのあ
る方を対象に、ゴミ出しなど生活のちょっとした困りごとを
お手伝いするボランティアをはじめます！

東区では、
明倫・葵・筒井学区でも、
地域支えあい事業を
行っています。
詳しくは東区社協まで！

明倫学区の方
明倫コミセン　☎937-8877
10：00～17：00（月曜休み）

葵学区の方
＜その他の相談窓口＞

携帯受付 ☎080-1615-2258
9：00～12：00（月・木曜日）

筒井学区の方
筒井コミセン　☎932-5105
9：00～16：00（月～金曜日）

（H28年4月～）

社協がお手伝いできること

　　　 始めてみませんか？サロンサロンふれあい・いきいき
ふれあい・いきいき

★誰もが集えて美味しいコーヒーが飲めるモーニングカフェサロン
★みんなで楽しくいろんなゲームができるお茶飲みゲームサロン

筒井ひばり
会

十人十色

東桜フレッシュ体
操サロン

アトリエ
サロンの

りーず

ごくら
く

雀友会筒井

メダカのつどい

例えば

かわいいうさちゃんがポイントの、啓発マグネットを作りました！
一人暮らしの方の給食会などで配る予定です♪

今年度新しくできたサロンを紹介します。

ご近所で

今年度より
　オープンカフェ
　　はじめました♪

今年度より
　オープンカフェ
　　はじめました♪
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いきいき支援センターより

ひがし社協だより 66号ひがし社協だより 66号

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28年度（４月１日～）分の加入手続きは３月1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。
●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。http://www.aichi-fukushi.or.jp/

東区いきいき支援センターの認知症事業について

身近な問題、認知症に関する東区いきいき支援センターの
事業について紹介します

ボランティア紹介
点訳ボランティアって…？

点訳グループ「ポイント・テン」

「認知症初期集中支援チーム」についてご案内します。A

　認知症の問題は、認知症の
方やその家族だけでの問題で
はなく、その地域に住む皆さ
んの問題となってきています。

　認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、いきいき支援センターに設置されています。医療
と福祉の専門職が、ご自宅を訪問し、本人とご家族にお話を伺います。認知症サポート医の助言をもとに、概ね
６ヵ月を目途に集中的に対応し、医療機関の定期的な受診や介護サービスの利用等ができるよう、支援します。

認知症介護の悩みがあるけど･･･。

「いきいきカフェひがし」についてご案内します。A
　毎月第２水曜日の１３：30～15：30に高岳げんき館で開催しています。実際に
介護されている方、認知症や介護について関心のある方等、色々な立場の方が気
軽に集いお話をし、交流や情報交換のできる場として提供しています。
　ほっと一息、お茶を飲みながら認知症や介護についてお話をしたり、仲間づくり
をしてみませんか？当日参加も大歓迎です。皆様のお越しをお待ちしております。

認知症について学びたいけど･･･。

「認知症サポーター養成講座」についてご案内します。

Q
A

　認知症サポーターは、認知症になっても誰もが暮らしやすい地域をつくるため、
認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援する人のことを言い
ます。
　東区いきいき支援センターでは、企業・学校等への出張講座や定期講座を行っ
ています。講座の内容は、認知症の理解・対応方法、認知症予防等です。
　定期講座については、平成28年2月26日（金）18：00～19：30に、高岳げん
き館１階研修室で行います。参加希望の方は東区いきいき支援センターまでご連
絡ください。出張講座も承ります。

　現在、東区認知症専門部会として、認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる
ように、認知症の容態と適切な対応を示した「認知症ケアパス」作成しております。ご期待ください。

6
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あなたのやさしさ
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こんにちはこんにちは
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みんなでつくろう！ 誰もが住みよいまちづくり

地域福祉活動の応援団になりませんか！！

いらなくなった『未使用ハガキ(年賀状など)』ありませんか？

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２7年度共同募金実績額

名古屋ひがし
防災ボランティアネットワーク

●寝具クリーニングサービス事業
●ふれあい・いきいきサロン（子育てや高齢者のサロン）の支援
●｢ひがし福祉まつり」における福祉体験コーナー等の実施
●社協だより（本紙）の発行　　など

●一般募金

●ボランティア応援助成とは…

これまでに
こんな事業に
活用しました！！

●歳末たすけあい募金

9,120,853円

地域から……………………5,058,606円
企業から……………………1,955,000円
学校などから…………………657,270円
職場・街頭・個人などから……1,236,113円

213,864円

（昨年度実績額／9,091,239円）

7ひがし社協だより 66号

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。

（平成28年1月20日現在)

団体の名称 団体の活動内容 助成種類 助成内容 助成金額

防災ボランティアセンター運営
協力

備品 50,000円災害ボランティア
センター訓練設営用品

高岳ハンサムダンディーズ 回想法や合唱、体操などを提供 備品 50,000円活動時に着用する
目立つベスト

ロケラニ フラダンスで月２、３回ボランティア
活動（老人施設等）

備品 50,000円衣装

菊武ビジネス専門学校
ボランティア委員会

「ちから館とくがわ」の訪問ボラン
ティア「高岳児童館」「なごやか
まつりひがし」等ボランティア

備品 50,000円

フェアリーキャットテイル 飼い主のいない猫たちの保護、
しつけ、里親探し

備品 50,000円おりたたみかご、
キャリー

名古屋高校JRC部
赤い羽根共同募金、ふれあいやまぶき
まつり、なごやかひがしまつり、あしなが
学生募金、赤十字街頭募金、献血等

備品
50,000円
以内必要額

活動用ビブス、
帽子

いきいきワーカーズおばた
生活便利屋等の派遣活動、地域
活動情報紙発行、見守り活動、見
守りマップ発行

事業
実績払い

東区内配布分の実績額を、
（50,000円）を限度額として

見守りマップ作成

ぺんぺん草 月に１回児童養護施設慈友学園
へ訪問 備品

旭丘学区から
餅つきセット寄付

餅つき道具、
三升用臼木台、
杵M,Sセット

賛助会員募集

善意のご寄付ありがとうございました。善意の寄付
（平成２7年6月１日～平成２7年12月31日受付分）

○名古屋ヤクルト販売株式会社 様　○ひまわりサロン リサイクル本コーナー（７件） 様
○なごやかスタッフサロン 様　　　○匿名（３件）

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、赤い羽根共同募金の
配分金を財源に名古屋市東区社会福
祉協議会が、東区の地域福祉活動の
活性化、および共同募金運動への理
解の拡大を目的に実施する助成事業
です。

事務局だより

「ちから館とくがわ」訪問
用遊具（紙芝居）、消耗品、
活動用ユニフォーム

東区社会福祉協議会では、地域のみなさまと協働して『誰もが住みよいまちづくり』を推進して
おります。本会事業にご賛同いただき、ご協力いただけますようお願いいたします。

　お家にいらなくなったハガキはありませんか？
　書き間違えて使えなくなった年賀状や未使用のハガキを、ぜひ「ハガッキーくん」
に入れてください！
　ハガッキーくんに入れていただいたハガキは郵便局で交換し、東区内のボラン
ティア活動などに使われます。
　高岳げんき館（本会事務所）の一階北側出入口（自動ドアの正面）に設置してい
ます。ぜひ、よろしくお願いします！

＊所得税・住民税及び法人税の優遇処置が
　受けられる場合があります

個人 １口　1,000円（年間）
法人・団体 １口　5,000円（年間）

会　費

推進協リレー推進協リレー 矢田学区
第8回

推進協とは…？

次は砂田橋学区にバトンタッチ

給食会の様子

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。

「矢田学区さん、今、何やってますか？」

「はい、3 つの楽しいことやってます」
ふれ愛給食会は年５回。今年度は参加者のみなさんの声を生かし参加型の企画を始めました。
「みんなで歌おう」「みんなで話そう」「みんなで体操しよう」

みんなでやるって楽しいね。

給食会から生まれた支え愛まごころサポート。困ったときはお互い
さま。庭の草取りや庭木の剪定などのお手伝い。民生委員やボラ
ンティアが相談窓口になってコーディネーターにつなぎます。

助け合いって楽しいね。

三世代交流会は矢田小学校で。全体会と分科会とで構成。分科会は
折り紙などの伝承遊び体験とグラウンドゴルフなどの運動体験。

ふれあいって楽しいね。

以上、矢田学区からの報告でした！

希望団体はプレゼン
テーションを行って
PRをしました。
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「認知症教室」「高齢者サロン」はじまります！高岳福祉会館より高岳福祉会館より
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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
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932－9311

935－1025

711－6313

686－2525

932－8236
711－6333
931－8174

932－1718

※金曜日午前中は新しい会場になります

愛知教育大学附属
名古屋小 ３年
河口　和奏 さん

砂田橋小 ６年
奥田　真美子さん

東桜小　５年
甲斐川　凌駕さん

矢田中　２年
近藤　亜衣子さん

愛知教育大学附属
名古屋中 １年
髙松　一茶さん

桜丘中 ２年
川瀬　晶歩さん

旭丘小 ６年
村瀬　眞子さん 愛知教育大学附属名古屋小 １年

横井　暖大さん

愛知教育大学附属名古屋小 5年
村瀬　百合子さん

愛知教育大学附属名古屋中 1年
横地　君咲さん

愛知教育大学附属名古屋中 ３年
原　凜佳さん

冨士中　1年
大形　碧さん

山吹小　６年
西田　隆真さん

愛知教育大学附属名古屋小 ３年
伊東　開耶さん

8 ひがし社協だより 66号

各会場24名。定員超えた場合は抽選します（公開抽選3/3高岳げんき館にて）

参加期間
申込期間 2/1～2/26まで

6ヵ月（４月～９月）

申込方法

会場・時間

定　　員

利用日時

月
火
水
金

山吹コミュニティセンター
旭丘コミュニティセンター
葵小学校プレイルーム
 新 矢田コミュニティセンター

筒井コミュニティセンター
明倫コミュニティセンター
東白壁コミュニティセンター
サンコート砂田橋集会所

午前の部（10:00～12:00）

毎週金曜日 17:00~20:00
中学生は19：00まで
高校生は20：00まで

午後の部（13:30～15:30）

今年度も、区内の小・中学校の皆さんから書道７９０点・ポスター１５０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。

申込みハガキまたは、官製ハガキに①住所②氏名（ふりがな）
③生年月日（年齢）④電話番号⑤参加希望会場を明記のうえ、
郵送か、窓口に直接お持ちください！！

『はつらつ長寿推進事業　さくらクラブ』では、65歳以上の方が楽しく介護・
認知症予防の理解を深めるとともに、仲間づくりや地域活動など、人と人とがつ
ながれる場です。「行く場所ないな～」「健康づくり始めたいな～」と思ってい
るかた！！　ぜひ、お申込みください。　見学も随時受付中！！

　平成28年度から、健やかで活力のある高齢者支援を推進するため、認知症予防事
業を行います。認知症予防教室では、3ヵ月単位で参加者を募集し、脳賦活（脳の活
性化）運動などを取り入れて開催します。
　また、高齢者サロンも新たに開設します。みんなで集まって、脳トレをやったり
します。月2回、自由参加で開催します。
　また、自由参加の講座では、歌ごえ・お笑い・健康増進などをテーマに、月平均
3回開催します。詳しくは、広報なごやなどで案内します。

「移動児童館事業」はじまります！高岳児童館より高岳児童館より

　金曜日の夕方（ナイト）、中学生・高校生（ティーンズ）に児童館を開放
しています。
みんなで集まって鏡のある部屋があるので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。「ティーンズナイト  TAKAOKA」にあそびにきてね！

　平成28年度から移動児童館事業として、各学区の子育てサロンにお伺いし、読み聞かせや子ども向けの簡単な
紙工作などをします。
　いつ、どこにお伺いするかはサロンか児童館におたずね下さいね。お近くに出向いた時は、遊びに来て下さい。

※名古屋市立の中学校の春休み、夏休み、
冬休みはお休みとなります。

さくらクラブ
参加者募集！！
さくらクラブ
参加者募集！！

ティーンズナイト　TAKAOKAからのお知らせ


