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この広報紙は、皆さまからお寄せいただいた赤い羽根共同募金配分金をもとに作成されています。「みずほっと」は、再生紙を使用しています。

　井戸田学区では、平成２７年２月に第２回目の「地域支
えあいマップづくり」を行いました。これは、ひとり暮らし
高齢者などを地域住民同士で見守り、支えあう活動を学
区ぐるみで進めるため、昨年度より始まった活動です。
　取り組みとしては始まったばかりですが、古くからの街並
みが残る地域も多く、この「地域支えあいマップづくり」
を通して住民同士のつながりが再確認されました。

　今年度も赤い羽根共同募金運動にご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。心よりお
礼申し上げます。平成26年度瑞穂区共同募金最終実績額は、以下のとおりとなりましたので、ご報告申し
上げます。
　これらの募金の多くは、平成27年度に瑞穂区内の地域福祉推進のために役立てられます。今後とも、皆
さま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。　　　　　　瑞穂区共同募金委員会

　瑞穂区内のボランティアグループ・NPO法人などが実施する住民参加型の福祉活動や地域のたすけあい活動
などに対し、共同募金配分金を財源として、一般公開のプレゼンテーション審査会に基づき、活動経費を助成し
ます。
　詳細は、４月６日（予定）より瑞穂区社会福祉協議会（瑞穂区佐渡町3-18）にて配布の募集要項またはホーム
ページをご覧ください。

　各学区で集められた賛助会費の９割相当額は、翌年度に該当学区の地域福祉
活動の財源として還元されます。
　残りの賛助会費については、瑞穂区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画
に基づいた新たな取組みや事業広報・啓発などの財源として、有効に活用させて
いただく予定です。今後とも、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

すけ合いたいなすけ合いたいなこまでもこまでも

～井戸田学区推進協～～井戸田学区推進協～
～みずほ助けあい・支えあい活動助成事業～

平成26年度　瑞穂区社会福祉協議会 賛助会費 募集結果報告

★頑張ってます★★頑張ってます★

じぶん＜瑞穂区＞の町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金のご報告

井戸田学区井戸田学区
くつもの繋がりでくつもの繋がりでい た
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　季節の移ろいは早いもので、あっという
間に３月だね。３月といえば学校での卒業
式や職場での人事異動などもあり、いろい
ろな意味で締めくくりの時期でもあるよね。
　社協広報紙『みずほっと』トップページ
の学区地域福祉推進協議会（以下　推進
協）の紹介記事も本号で、区内 11 学区す
べての推進協が掲載されたよ。以前は、あ
まり意識していなかったけど、身近な地域
のため地道に活動されているボランティア
の方々の熱意に、毎回、頭の下がる思いが
したね。ボランティア活動は、『周りの人の
幸せに貢献し、自分も幸せになる行い』だ
と思うけど、そんな尊い活動をされている

一人ひとりに焦点を当
てて、皆さんに紹介で
きたらと考えている
よ。では、新企画満載
の次号もお楽しみに！

寄
付
金

●瑞穂鯱城会 様
●株式会社サポーレ 様
●名古屋女子大学中学校高等学校PTA 様
●他 匿名 ６件

　「地域支えあいマップ」づくりのように、町内の
みんなで集まり、話し合うことが大事。自分の住む地域
に関心を持ってもらうことが必要だと思います。この
ような福祉活動も学区の行事も、町内会長が中心に
なって民生委員などと連携し、町内の役員など多くの
人に関わっていただき、全員体制でやっていきたいと
思っています。

＊お寄せいただいた寄付金は本会地域福祉基金として受け入れ、その果実（利息）により、
各種社会福祉事業の実施等、地域福祉の推進に活用させていただいております。

本会にご寄付いただき、ありがとうございました。本会にご寄付いただき、ありがとうございました。
（平成２6年９月１日～平成２7年1月31日）

株式会社サポーレ様へ感謝状を贈呈

ど

井戸田学区地域福祉推進協議会 会長　樋口  孝さん

今年度（平成２７年２月末現在）も、多くの地域住民の皆さま、法人・団体の
皆さまの大変あたたかいご協力を賜り、ありがとうございました！

地域支えあいマップ
づくりの様子

（H27.2.8）

平成26年度 赤い羽根共同募金実績額

総額 3,300,000円

9,021,802円
一般募金 ………………8,742,452円
歳末たすけあい募金 …… 279,350円

個人 2,870,000円
法人 430,000円

　今後ますます高齢者は増えていくことが予想されますが、
地域住民のつながりを大事に、皆で支えあい、住み慣れた地
域で最後まで住み続けられるまちづくりを目指します。

全16町内で取り組みました！

■ 編集・発行／社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会　■ ホームページ／www.mizuho-shakyo.jp
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社会福祉法人
名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
〒467‒0016 名古屋市瑞穂区佐渡町３丁目18番地 もくじもくじ

TEL ０５２－８４１－４０６３
FAX ０５２－８４１－４０８０

最寄駅：地下鉄　桜通線
　　　　[瑞穂区役所前]駅下車
　　　　徒歩５分（区役所東方向）

Ｈ０Ｔな
きもち
Ｈ０Ｔな
きもち

●コンビニ

●コンビニ

瑞穂区役所
名古屋
女子大

旭
幼稚園

瑞穂警察署

至御器所

至新瑞橋

バス停
瑞穂区役所

　 地下鉄
瑞穂区役所瑞穂区役所前 汐路町2

瑞穂区
社会福祉協議会

N

ホームページ www.mizuho-shakyo.jp
メールアドレス mail@mizuho-shakyo.jp

❶
SPコード　各ページにSPコードを載せました。SPコードとは、高齢者や目の不自由な方にも専用の読取機(瑞穂区社協窓口に設置してあります)で

読み取ると本紙の内容を「音声で聞く」ことができます。お問い合わせは瑞穂区社会福祉協議会までご連絡ください｡

P.6……… 赤い羽根共同募金報告
 みずほ助けあい・支えあい活動助成事業
 瑞穂区社会福祉協議会 賛助会費 募集結果報告
 ＨＯＴなきもち（寄付）
 ほっとなつぶやき（編集後記）

P.1………… 推進協活動紹介（井戸田学区）
P.2… 特集1 ご存知ですか？地域支えあい事業！
P.3… 特集2 こんにちは  瑞穂区ボランティアセンターです!!
P.4………… 調理ボランティア募集！
 フレー！ 愛サロン ほのぼのレポート(其の十一）
P.5……… こんにちは  いきいき支援センターです!!



認知症サポーター養成講座を開催します！
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佐渡町3-18 瑞穂区在宅サービスセンター内
電話（052)858－4008
FAX（052)841－4080

洲山町2-21 啓徳名古屋南ビル1F
電話（052)851－0400
FAX（052)851－0410

堀田通1-18 シティアーク1階
電話（052)872－1705
FAX（052)872－1707

豊岡・中根・弥富・陽明・汐路小学校区担当地域 御剱・高田・堀田・穂波・
井戸田・瑞穂小学校区

ホームページアドレス：http://mizuhoikiiki.sakura.ne.jp　ブログアドレス：http://mzhikiiki.exblog.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mzhikiiki
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瑞穂区東部
いきいき支援センター

瑞穂区東部
いきいき支援センター

瑞穂区東部
いきいき支援センター分室

瑞穂区東部
いきいき支援センター分室

瑞穂区西部
いきいき支援センター

瑞穂区西部
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平成２7年度上半期 認知症家族支援事業のお知らせ

担当地域
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地下鉄新瑞橋

新瑞橋

分室
瑞穂通8

ご相談、お問合せお待ちしております!!　開設時間：月～金曜日 午前9時～午後5時

西部 
東部 

 西部 
東部 

西部 
東部 

認知症家族教室
認知症の知識を深め、介護者同士の交流を
します。

家族サロン
介護や生活の情報を交換し
ます。

もの忘れ専門医による専門相談
医師と個別に認知症の症状や治療に
ついて気軽に相談できる場です。

ようこそ家族教室へ

認知症について正しく理解しよう

介護保険サービスなどに
ついて知ろう

介護体験を聞こう

東部（第1水曜日） 西部（第4木曜日）
西部 
東部 

西部 
東部 東部（第3水曜日） 西部（第4水曜日）

   

認知症の方を介護しているご家族 認知症の方を
介護しているご家族や
介護の経験がある方

認知症の方を介護しているご家族や
もの忘れが気になる方

認知症の方への関わりに
ついて学ぼう

対象 対象 対象

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

1組
30分

個別
相談
予約制

時間：１３時３０分～１５時３０分

時間：１３時３０分～１５時３０分
4/16木
4/21火
5/21木
5/19火
6/18木
6/16火
7/16木
7/21火
8/20木
8/18火

4／23木
5／28木
6／25木
7／23木
8／27木
9／24木

4／1水
5/13水 第2水曜日
6／3水
7／1水
8／5水
9／2水

4／22水
5／27水
6／24水
7／22水
8／26水

9/30水 第5水曜日

4／15水
5／20水
6／17水
7／15水
8／19水
9／16水

時間：１３時３０分～１4時３０分

認知症ささえあい
～認知症の方・その家族と、共に支えあう“瑞穂区”を目指して～

　瑞穂区地域包括ケア推進計画事業では、認知症の人を地域ぐるみで見守り・
支え合うまちづくりを目指して、認知症の理解者を増やすために寸劇を活用し
た分かりやすい「認知症サポーター養成講座」を開催しています。
　皆さまの地域で、認知症について勉強したいというご要望があれば、いきい
き支援センターにご相談ください。無料で訪問し、開催させていただきます。

　平成23年10月から御剱・高田・穂波学区で実施してきたシルバーパワー事業が、平成26年
4月から新たに『地域支えあい事業』と名称・事業内容などを一部リニューアルして展開して
います。

　誰もが安心して住みなれた地域で長く暮らしていけるようなまちづくりを目指した、住民同士の助け
あい・支えあい活動で、高齢者などが抱えているちょっとした困りごとを地域住民の力で解決をはかる
活動です。これまで、ゴミ出し、病院付添い、電球の取り替え、自転車のパンク修理、庭木の剪定など
のお困りごとに対応してきました。

　御剱・高田・穂波・堀田学区でお困りごとのある方は、お住まいの学区の相談窓口までご連絡ください！
どんな些細なご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。相談は無料です。

地域支えあい事業とは…

●開設日時……………… 毎週月曜日・水曜日　９～12時
●開設場所（窓口） …… 堀田学区安心安全まちづくりセンター

（旧堀田交番跡）
●電話番号……………… ０８０－９４９４－２９７３
●『堀田支えたい』がお困りごとの解決をお手伝いいたします。
　ぜひ、相談窓口までご連絡ください。

●開設日時
　毎週火曜日・金曜日 9～12時
●開設場所
　御剱コミュニティセンター
●電話番号
　８７１－１２００
～お困りごとは、『みつるぎ支援隊』へ
　ご相談ください。～

●開設日時
　毎週月曜日・金曜日 13～16時
●開設場所
　高田コミュニティセンター
●電話番号
　８８３－３７７６
～助け合う高田学区です。
　まずはご相談ください。～

●開設日時
　毎週火曜日・金曜日 9～12時
●開設場所
　穂波コミュニティセンター
●電話番号
　８２３－５１８１
～ちょっとしたお困りごとなど
　お気軽にご相談ください。～

平成27年２月からは、新たに“堀田学区”でも事業がスタートしました！

御剱学区 高田学区 穂波学区

講座における寸劇の様子講座における寸劇の様子

こんにちはこんにちは

ご存知ですか
？

ご存知ですか
？

です!!です!!

●いつまでも元気に！介護予防をすすめます●いつまでも元気に！介護予防をすすめます

●高齢者のみなさまの権利を守ります

●さまざまな問題について相談に応じます

介護予防プログラムのご紹介や介護保険サービス利用についてご相談に応じます。

高齢者虐待の相談やお金の管理や契約に不安のある方の相談、消費者被害についての相談などに応じます。

高齢者なんでも相談所として、みなさんが住みなれた地域で安心して暮らせるよう
保健・福祉・医療などさまざまな相談に応じます。

地域支えあい事業！地域支えあい事業！

相談窓口開設しています！

２月からスタート！堀田学区

❷ ❺

特集①



お知らせ
その１

お知らせ
その2

　ボランティア活動中における傷害・賠償事故を補償する保険です。活動場所に向かう往復
時、平常時のボランティア活動中、震災などの災害復興支援ボランティア活動中のおケガも補
償対象です。（天災プランの場合）詳しくは、社協備え付けのパンフレットをご覧ください。

　平成27年度分の申込受付は３月２日より開始します。お早めの加入手続きをお願いします。なお、加入
にはご印鑑が必要です。その他ご不明な点がありましたら、瑞穂区ボランティアセンターへお問い合わせ
ください。

事業内容：市内在住の６５歳以上の方を対象に、軽運動、健康講話、脳トレ、手工芸、ゲームなど介護予防や
認知症予防につながるプログラムを6ヶ月単位で毎週１回ずつ、区内のコミュニティセンターな
ど８会場で実施しています。

募集内容：介護予防や認知症予防につながる１時間程のプログラムを会場にて実施していただけるボラン
ティア講師(趣味や関心のある分野、世代間交流や地域交流となる企画など※要相談)

活動内容：高齢や障がいなどでお一人で外出することができない、または不安がある方の
　　　　　外出に付添い、支援する活動で、主に次の２つの活動があります。
　　　　　①車両の運転ボランティア（社協所有の車両を使用します。別途研修があります。）
　　　　　②外出付添いボランティア（タクシーや公共交通機関で外出に付添います。）
募集内容：月に１回、数時間でも空いている時間に合わせて活動調整させていただきますので、
　　　　　お気軽にお問い合わせください。

　「ボランティア活動に興味があるけど、どういう活動があるの？」、
「ボランティアにお願いしたいことがあるけど、誰か紹介してほしい」
などの相談をお聞かせください。
　皆さまからの声をお待ちしております！

　ボランティアセンターでは、「ボランティア活動をしたい」「ボランティアを
してほしい」という声に対して、ボランティア活動先の紹介、ボランティアの
派遣調整といった様々な支援をしています。　
　また、区内から寄せられるボランティアのニーズにお応えできるよう、各種
ボランティア講座も開催しています。

　瑞穂区デイサービスセンターでは、ご利用者様の昼食やおやつを
作ってくださるボランティアを募集しています。
　お料理の好きな地域の皆さんが毎日交代で集まり、ワイワイ楽し
く作業しています♪
　ぜひ、一緒にやりませんか？

フレー! 愛サロンフレー! 愛サロン

 どんなサロンですか？
　２歳未満のお子さんとそのお母さんやお父さんに来ていただき、
親御さん同士のおしゃべりや育児に関する相談などを通して友人づ
くりの場となっています。子どもたちも、わたしたちスタッフの見
守る中、おもちゃなどで自由に遊ぶことができますので、親御さん
たちも安心して参加していただけると思います。

  参加者の声
・こういう集まりがあってとても助かっています。
　家で子どもと二人だけではもたないし…（笑）。
・住んでいるのは隣の学区ですがこちらの方が近いので来ています。
　自分の学区のサロンも参加します。

  今後の抱負を！
　手作り感のあるアットホームなサロンを心がけています。
気軽におしゃべりできて楽しんでもらえると思います。
子育て中のお母さん、お父さん、ぜひお越しください。
お待ちしています！！

井戸田学区 “子育てサロン あいあい”をご紹介します。

日　時：第４火曜日 10:00～11:30
場　所：井戸田コミュニティセンター２階（井戸田町3-25-1）
実施主体：井戸田学区地域福祉推進協議会
参加費：無料 

小学生のための
ボランティア講座の様子子育てサロンあいあい

「ボランティア活動保険」のご案内
活動内容

ボランティア募集情報！！

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業　ボランティア講師の募集

申込み・問合せ先
瑞穂区社会福祉協議会 瑞穂区ボランティアセンター （瑞穂区佐渡町3－18）
電話：８４１－４０６３ ＦＡＸ：８４１－４０８０

申込み・問合せ先
瑞穂区社会福祉協議会 瑞穂区デイサービスセンター
電話 ８４１－４０６7  FAX ８４１－４０８０（担当：大橋・田本）

調理ボランティアの募集！

おでかけ応援ボランティアの募集

補償期間は、４月１日または、加入日の翌日から翌年３月３１日まで

ほのぼのレポート(其の十一)ほのぼのレポート(其の十一)

活動日：月曜から土曜までのうち都合の良い曜日
時　間：午前９時半頃から午後２時頃まで

調理の様子

昼食の一例

今回は、井戸田学区で行われている子育てサロン「あいあい」
の担当者、井戸田学区主任児童委員の内藤智美さんと
山田久美子さんにお話をうかがいました。

特集②

居住学区を限定していませんので、学区をまたいでの参加ももちろんOK。
親御さん同士仲良くなって、保育園の情報なども交換していますよ。

内 容：おしゃべり交流・
 保健師の健康相談（毎回)、
　　　 歯科指導・栄養指導・
 クリスマス会（不定期）

気軽に参加してね！

❸❹



お知らせ
その１

お知らせ
その2
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ほのぼのレポート(其の十一)ほのぼのレポート(其の十一)

活動日：月曜から土曜までのうち都合の良い曜日
時　間：午前９時半頃から午後２時頃まで

調理の様子
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山田久美子さんにお話をうかがいました。
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認知症サポーター養成講座を開催します！

主
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支
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専
門
員

佐渡町3-18 瑞穂区在宅サービスセンター内
電話（052)858－4008
FAX（052)841－4080

洲山町2-21 啓徳名古屋南ビル1F
電話（052)851－0400
FAX（052)851－0410

堀田通1-18 シティアーク1階
電話（052)872－1705
FAX（052)872－1707

豊岡・中根・弥富・陽明・汐路小学校区担当地域 御剱・高田・堀田・穂波・
井戸田・瑞穂小学校区

ホームページアドレス：http://mizuhoikiiki.sakura.ne.jp　ブログアドレス：http://mzhikiiki.exblog.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mzhikiiki
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瑞穂区東部
いきいき支援センター分室

瑞穂区東部
いきいき支援センター分室

瑞穂区西部
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平成２7年度上半期 認知症家族支援事業のお知らせ

担当地域
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バスターミナルバスターミナル

地下鉄新瑞橋

新瑞橋

分室
瑞穂通8

ご相談、お問合せお待ちしております!!　開設時間：月～金曜日 午前9時～午後5時

西部 
東部 

 西部 
東部 

西部 
東部 

認知症家族教室
認知症の知識を深め、介護者同士の交流を
します。

家族サロン
介護や生活の情報を交換し
ます。

もの忘れ専門医による専門相談
医師と個別に認知症の症状や治療に
ついて気軽に相談できる場です。

ようこそ家族教室へ

認知症について正しく理解しよう

介護保険サービスなどに
ついて知ろう

介護体験を聞こう

東部（第1水曜日） 西部（第4木曜日）
西部 
東部 

西部 
東部 東部（第3水曜日） 西部（第4水曜日）

   

認知症の方を介護しているご家族 認知症の方を
介護しているご家族や
介護の経験がある方

認知症の方を介護しているご家族や
もの忘れが気になる方

認知症の方への関わりに
ついて学ぼう

対象 対象 対象

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

1組
30分

個別
相談
予約制

時間：１３時３０分～１５時３０分

時間：１３時３０分～１５時３０分
4/16木
4/21火
5/21木
5/19火
6/18木
6/16火
7/16木
7/21火
8/20木
8/18火

4／23木
5／28木
6／25木
7／23木
8／27木
9／24木

4／1水
5/13水 第2水曜日
6／3水
7／1水
8／5水
9／2水

4／22水
5／27水
6／24水
7／22水
8／26水

9/30水 第5水曜日

4／15水
5／20水
6／17水
7／15水
8／19水
9／16水

時間：１３時３０分～１4時３０分

認知症ささえあい
～認知症の方・その家族と、共に支えあう“瑞穂区”を目指して～

　瑞穂区地域包括ケア推進計画事業では、認知症の人を地域ぐるみで見守り・
支え合うまちづくりを目指して、認知症の理解者を増やすために寸劇を活用し
た分かりやすい「認知症サポーター養成講座」を開催しています。
　皆さまの地域で、認知症について勉強したいというご要望があれば、いきい
き支援センターにご相談ください。無料で訪問し、開催させていただきます。

　平成23年10月から御剱・高田・穂波学区で実施してきたシルバーパワー事業が、平成26年
4月から新たに『地域支えあい事業』と名称・事業内容などを一部リニューアルして展開して
います。

　誰もが安心して住みなれた地域で長く暮らしていけるようなまちづくりを目指した、住民同士の助け
あい・支えあい活動で、高齢者などが抱えているちょっとした困りごとを地域住民の力で解決をはかる
活動です。これまで、ゴミ出し、病院付添い、電球の取り替え、自転車のパンク修理、庭木の剪定など
のお困りごとに対応してきました。

　御剱・高田・穂波・堀田学区でお困りごとのある方は、お住まいの学区の相談窓口までご連絡ください！
どんな些細なご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。相談は無料です。

地域支えあい事業とは…

●開設日時……………… 毎週月曜日・水曜日　９～12時
●開設場所（窓口） …… 堀田学区安心安全まちづくりセンター

（旧堀田交番跡）
●電話番号……………… ０８０－９４９４－２９７３
●『堀田支えたい』がお困りごとの解決をお手伝いいたします。
　ぜひ、相談窓口までご連絡ください。

●開設日時
　毎週火曜日・金曜日 9～12時
●開設場所
　御剱コミュニティセンター
●電話番号
　８７１－１２００
～お困りごとは、『みつるぎ支援隊』へ
　ご相談ください。～

●開設日時
　毎週月曜日・金曜日 13～16時
●開設場所
　高田コミュニティセンター
●電話番号
　８８３－３７７６
～助け合う高田学区です。
　まずはご相談ください。～

●開設日時
　毎週火曜日・金曜日 9～12時
●開設場所
　穂波コミュニティセンター
●電話番号
　８２３－５１８１
～ちょっとしたお困りごとなど
　お気軽にご相談ください。～

平成27年２月からは、新たに“堀田学区”でも事業がスタートしました！

御剱学区 高田学区 穂波学区

講座における寸劇の様子講座における寸劇の様子

こんにちはこんにちは

ご存知ですか
？

ご存知ですか
？

です!!です!!

●いつまでも元気に！介護予防をすすめます●いつまでも元気に！介護予防をすすめます

●高齢者のみなさまの権利を守ります

●さまざまな問題について相談に応じます

介護予防プログラムのご紹介や介護保険サービス利用についてご相談に応じます。

高齢者虐待の相談やお金の管理や契約に不安のある方の相談、消費者被害についての相談などに応じます。

高齢者なんでも相談所として、みなさんが住みなれた地域で安心して暮らせるよう
保健・福祉・医療などさまざまな相談に応じます。

地域支えあい事業！地域支えあい事業！

相談窓口開設しています！

２月からスタート！堀田学区

❷ ❺

特集①



❻
この広報紙は、皆さまからお寄せいただいた赤い羽根共同募金配分金をもとに作成されています。「みずほっと」は、再生紙を使用しています。

　井戸田学区では、平成２７年２月に第２回目の「地域支
えあいマップづくり」を行いました。これは、ひとり暮らし
高齢者などを地域住民同士で見守り、支えあう活動を学
区ぐるみで進めるため、昨年度より始まった活動です。
　取り組みとしては始まったばかりですが、古くからの街並
みが残る地域も多く、この「地域支えあいマップづくり」
を通して住民同士のつながりが再確認されました。

　今年度も赤い羽根共同募金運動にご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。心よりお
礼申し上げます。平成26年度瑞穂区共同募金最終実績額は、以下のとおりとなりましたので、ご報告申し
上げます。
　これらの募金の多くは、平成27年度に瑞穂区内の地域福祉推進のために役立てられます。今後とも、皆
さま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。　　　　　　瑞穂区共同募金委員会

　瑞穂区内のボランティアグループ・NPO法人などが実施する住民参加型の福祉活動や地域のたすけあい活動
などに対し、共同募金配分金を財源として、一般公開のプレゼンテーション審査会に基づき、活動経費を助成し
ます。
　詳細は、４月６日（予定）より瑞穂区社会福祉協議会（瑞穂区佐渡町3-18）にて配布の募集要項またはホーム
ページをご覧ください。

　各学区で集められた賛助会費の９割相当額は、翌年度に該当学区の地域福祉
活動の財源として還元されます。
　残りの賛助会費については、瑞穂区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画
に基づいた新たな取組みや事業広報・啓発などの財源として、有効に活用させて
いただく予定です。今後とも、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

すけ合いたいなすけ合いたいなこまでもこまでも

～井戸田学区推進協～～井戸田学区推進協～
～みずほ助けあい・支えあい活動助成事業～

平成26年度　瑞穂区社会福祉協議会 賛助会費 募集結果報告

★頑張ってます★★頑張ってます★

じぶん＜瑞穂区＞の町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金のご報告

井戸田学区井戸田学区
くつもの繋がりでくつもの繋がりでい た

ほっとな

  つぶやき
ほっとな

  つぶやき
編集
後記
編集
後記

　季節の移ろいは早いもので、あっという
間に３月だね。３月といえば学校での卒業
式や職場での人事異動などもあり、いろい
ろな意味で締めくくりの時期でもあるよね。
　社協広報紙『みずほっと』トップページ
の学区地域福祉推進協議会（以下　推進
協）の紹介記事も本号で、区内 11 学区す
べての推進協が掲載されたよ。以前は、あ
まり意識していなかったけど、身近な地域
のため地道に活動されているボランティア
の方々の熱意に、毎回、頭の下がる思いが
したね。ボランティア活動は、『周りの人の
幸せに貢献し、自分も幸せになる行い』だ
と思うけど、そんな尊い活動をされている

一人ひとりに焦点を当
てて、皆さんに紹介で
きたらと考えている
よ。では、新企画満載
の次号もお楽しみに！

寄
付
金

●瑞穂鯱城会 様
●株式会社サポーレ 様
●名古屋女子大学中学校高等学校PTA 様
●他 匿名 ６件

　「地域支えあいマップ」づくりのように、町内の
みんなで集まり、話し合うことが大事。自分の住む地域
に関心を持ってもらうことが必要だと思います。この
ような福祉活動も学区の行事も、町内会長が中心に
なって民生委員などと連携し、町内の役員など多くの
人に関わっていただき、全員体制でやっていきたいと
思っています。

＊お寄せいただいた寄付金は本会地域福祉基金として受け入れ、その果実（利息）により、
各種社会福祉事業の実施等、地域福祉の推進に活用させていただいております。

本会にご寄付いただき、ありがとうございました。本会にご寄付いただき、ありがとうございました。
（平成２6年９月１日～平成２7年1月31日）

株式会社サポーレ様へ感謝状を贈呈

ど

井戸田学区地域福祉推進協議会 会長　樋口  孝さん

今年度（平成２７年２月末現在）も、多くの地域住民の皆さま、法人・団体の
皆さまの大変あたたかいご協力を賜り、ありがとうございました！

地域支えあいマップ
づくりの様子

（H27.2.8）

平成26年度 赤い羽根共同募金実績額

総額 3,300,000円

9,021,802円
一般募金 ………………8,742,452円
歳末たすけあい募金 …… 279,350円

個人 2,870,000円
法人 430,000円

　今後ますます高齢者は増えていくことが予想されますが、
地域住民のつながりを大事に、皆で支えあい、住み慣れた地
域で最後まで住み続けられるまちづくりを目指します。

全16町内で取り組みました！

■ 編集・発行／社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会　■ ホームページ／www.mizuho-shakyo.jp

2015.3月
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社会福祉法人
名古屋市瑞穂区社会福祉協議会
〒467‒0016 名古屋市瑞穂区佐渡町３丁目18番地 もくじもくじ

TEL ０５２－８４１－４０６３
FAX ０５２－８４１－４０８０

最寄駅：地下鉄　桜通線
　　　　[瑞穂区役所前]駅下車
　　　　徒歩５分（区役所東方向）

Ｈ０Ｔな
きもち
Ｈ０Ｔな
きもち

●コンビニ

●コンビニ

瑞穂区役所
名古屋
女子大

旭
幼稚園

瑞穂警察署

至御器所

至新瑞橋

バス停
瑞穂区役所

　 地下鉄
瑞穂区役所瑞穂区役所前 汐路町2

瑞穂区
社会福祉協議会

N

ホームページ www.mizuho-shakyo.jp
メールアドレス mail@mizuho-shakyo.jp

❶
SPコード　各ページにSPコードを載せました。SPコードとは、高齢者や目の不自由な方にも専用の読取機(瑞穂区社協窓口に設置してあります)で

読み取ると本紙の内容を「音声で聞く」ことができます。お問い合わせは瑞穂区社会福祉協議会までご連絡ください｡

P.6……… 赤い羽根共同募金報告
 みずほ助けあい・支えあい活動助成事業
 瑞穂区社会福祉協議会 賛助会費 募集結果報告
 ＨＯＴなきもち（寄付）
 ほっとなつぶやき（編集後記）

P.1………… 推進協活動紹介（井戸田学区）
P.2… 特集1 ご存知ですか？地域支えあい事業！
P.3… 特集2 こんにちは  瑞穂区ボランティアセンターです!!
P.4………… 調理ボランティア募集！
 フレー！ 愛サロン ほのぼのレポート(其の十一）
P.5……… こんにちは  いきいき支援センターです!!


