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（平成２4年3月１日～平成２4年6月15日）※順不同

●ユニー㈱ピアゴラフーズコア桜山店 様
●名古屋ヤクルト販売㈱ 様　●日本基督教団尾陽協会 様
●小川節子 様　　●小川鉅史 様　●久保雅子 様
●他　匿名３名
＊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。

　みずほ災害ボランティア
ネットワークでは、メンバー
のうち延べ6名が被災地での
ボランティア活動に参加しま
した。最近では瓦礫の撤去
作業が一段落したことで、
ボランティアの役割も変わっ
てきているようです。今回
は、2012年6月に参加した
メンバーからの報告です。

　“宮城県石巻市十八成浜では、毎週土曜日に仮設住宅で生活している被災
者向けの昼食会“くぐなり食堂”が開かれています。私たちボランティア
は、昼食作りのお手伝いを行いました。ある女性の参加者は、『週一回の昼
食会を楽しみにしています』と話して下さり、ボランティアにきてよかった
と思いました。
　被災地の思い、現状を風化させないためにも多くの方々がボランティアに
参加して伝えていくことが大切だと感じました。”

(稲垣双美江・日比野輝子)

　部活に勉強に忙しい夏休みの合間をぬって
ボランティア活動をしてみませんか？区内
で活動するボランティアグループやＮＰＯ
団体と一緒に子どもから高齢者まで様々な
方と交流できるチャンスです!!ボランティ
ア体験を通して、この夏休みに何か新しい
こと、新しい友達を見つけてみませんか？
　夏休みにたくさんの人と交流し、明るい
笑顔を増やしましょう＼(^o^)／

みずほっと第3号
どうでした？
　HOTな情報満載
だったでしょ？
　今月末から８月
中旬にかけて学区
や町内の盆踊り大

会が開催されると思うけど、今年は
何会場行けるかなぁ…P.4の納涼ま
つりではたくさんの浴衣美人がやぐ
らの上で踊るけぇみんな踊りに来て
ちょうだい☆
　これからますますHOTな季節に
なっていくから、水分補給をしっかり

して熱中症、脱水
症にならんように
気を付けるんよ～!!

P.5……… こんにちは『いきいき支援センター』です!!
 瑞穂区「認知症ささえあい」地域フォーラム
P.6……… サマーボランティア活動参加者募集！！
 ご存じですか？『被災地ボランティア活動記録』
 ＨＯＴなきもち（寄付）
 ほっとなつぶやき（編集後記）

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）
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ご存知ですか？ご存知ですか？

サマーボランティア活動体験参加者募集!!サマーボランティア活動体験参加者募集!!サマーボランティア活動体験参加者募集!!

『被災地ボランティア活動記録』『被災地ボランティア活動記録』

昨年の様子「リハビリセンター サロン」 「朗読（紙芝居読み聞かせ）」

みずほ災害ボランティアネットワーク 事務局／岩上　典子 氏
メールアドレス：iwanori@wa2.so-net.ne.jp
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P.1………… 推進協活動紹介（高田学区）
P.2… 特集１ みずほ助けあい・支えあい活動助成事業報告
P.3… 特集２ 進んでいます!!　第2次地域福祉活動計画
 “地域における助け合い・支え合いの活動”
P.4………… 開催します！　2012ふれ愛納涼まつり
 フレー！ 愛サロン ほのぼのレポート(其の三）

ホームページ www.mizuho-shakyo.jp
メールアドレス mail@mizuho-shakyo.jp
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瑞穂区社協イメージキャラクター「ほっとくん」
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TOPページ 参加したい

詳細は社会福祉協議会ホームページにて　

区内在学の
中高生対象!!
区内在学の
中高生対象!!

研修・講座・イベント情報研修・講座・イベント情報 サマーボランティア体験講座サマーボランティア体験講座→ →→
Click Click Click

天白区表山学区での関係者研修風景
　高田学区では、平成23年10月から、名古屋市受託事
業である『シルバーパワーを活用した地域力再生事業』
に取り組まれています。平成24年５月末現在で、ボラ
ンティアカード発行者数は117名となっており、その数
は順調に伸びています。
　ひとり暮らし高齢者を中心に、日常の困りごとなども
相談として寄せられるようになり、その多くを登録
ボランティアさんの力によって解決していっています｡
　｢ふれあいネットワーク活動」を進める上で必要な
｢地域支え合いマップづくり」についても、昨年度は

22町内／25町内で一斉に作成に取り組むことができ、今年度も順次、情報の更新作業を町内会単位で進め
ています。また、出来上がったマップをさらに、防災の視点も取り入れたマップにする検討も少しずつ
始まっています。

ボランティアポイント制度を活用し、シルバー（団塊）の世代の
新しいボランティアさんを増やし、地域での困りごとの解決を
推進することを目的とした事業。

～高田学区推進協～～高田学区推進協～

“高田学区”“高田学区”
★頑張ってます★

　　シルバーパワー事業★頑張ってます★

　　シルバーパワー事業

あたたかいまち

★シルバーパワーを活用した地域力再生事業って何？

　おかげさまで、高田学区地域福祉推進協議会も20周年を迎える
ことになりました。
　福祉への意識が高まる中、「シルバーパワー事業」がスタート
し､“地域支え合いマップ"等を活用したご近所同士の見守り助け
合い活動も少しずつではありますが進んで
います。今後も、町内における疑問や課題
を皆で話し合いながら、明るく楽しく下町
の情緒ある豊かなカラーで前進しながら
「住んでいてよかった・助け合う・あたた
かい高田」を皆さんと共に進めてまいりた
いと思います。
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地域支え合いマップづくり風景

■ 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

●瑞穂区社協だより

　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｡
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　平成24年６月４日(月)瑞穂区在宅サービスセンター研修室
にて「みずほ助けあい・支えあい活動助成事業 公開プレゼン
テーション」が開催されました。
　地域で活動している７団体が申請。当日は各団体が10名の
審査員の前で事業内容等のプレゼンテーションを行う助成審
査会を実施しました。

　共同募金を財源として、地域住民の主
体的な福祉活動への支援を行い、地域福
祉活動の活性化を目的とし、あわせて地
域住民自らが率先して展開する活動に共
同募金の財源を活用することで共同募金
の使い道の透明化を図り、共同募金への
理解を広めることを目的としています。

　プレゼン前はとても緊張していた申請団体でしたが、審査員が別室審査に移ると、グルー
プ同士それぞれの活動について意見交換を行うなど和やかな茶話会となりました。しかし、
審査員が席につき、審査結果の発表になると再び緊張した面持ちとなり、決定助成額及び
講評に耳を傾けていました。助成金を有効活用してこれからも地域で活躍してください。
　みなさんのあたたかい心が地域で活動する方々のためにも使われています。今年も10月から
始まる赤い羽根共同募金にご協力お願いいたします。

こんにちはこんにちは

です!!です!!

❷ ❺

特集①
みずほ助けあい・支えあい活動助成みずほ助けあい・支えあい活動助成 瑞穂区瑞穂区

のお知らせのお知らせ
「認知症ささえあい」地域フォーラム「認知症ささえあい」地域フォーラム
～瑞穂区ひとり歩きSOSネットワーク事業報告会～

プレゼンテーションによる採点及び審査会 審査結果は以下のとおり（２５０点満点）

結果発表・講評

団体・グループ名

みずほおもちゃ図書館みみちゃん おもちゃ図書館事業 201 30,000円

手話グループウィズ 手話学習事業 216 30,000円

手話サークル稲穂の会 手話学習事業 217 30,000円

みずほ点訳 点訳技術の向上・福祉事業への協力 228 30,000円

みずほたすけ愛ネット ボランティア交流事業 219 100,000円

ＪＣサークル 楽レク事業 117 29,800円

みずほ災害ボランティアネットワーク 瑞穂区内外における防災・
減災イベントでの各種活動 225 18,375円

事 業 名 点 数 助 成 額

瑞穂区内で活動するNPO、ボランティア
グループ、社会福祉関係団体、及び住民
主体による地域の助けあいなどの地域
福祉活動

みずほ助けあい・支えあい活動助成とは…

講　師

平成2４年 ７月２４日（火） 

・講　演 「わたしの認知症の方との接し方」

・交流会 ～認知症質問コーナー～
　　　「認知症を理解し、ささえあう地域をめざして」

対象

瑞穂区役所 ２階講堂 【定員200名】

瑞穂区東部いきいき支援センターの 　　　ができました！！

小菅　もと子 氏（映画 「折り梅」原作者）

助成
金額

事業報告

公開プレゼンテーション開催！

①区内において助けあい・支えあい活動の推進、
　展開が期待できる先駆的な事業
　１団体(１事業)につき上限　100,000円
②団体の行っている通常の地域福祉活動事業
　（事業助成・備品助成）
　１団体(１事業)につき上限　30,000円

　認知症の方・その家族の現状を知り、認知症について共に学び、ささえあう‶瑞穂区"を目指
して一緒に考えてみませんか。瑞穂区在住、在勤、在学の方を中心に、ぜひご参加ください!!　
事前申込は不要です。　※瑞穂区社会福祉協議会「地域福祉推進協議会研修会」合同開催

他、ひとり歩きSOSネットワーク事業の報告、名古屋市はいかい高齢者おかえり支援事業の
説明、瑞穂区支え合い活動の紹介等を予定しています。

　健康・福祉・介護の相談窓口として地域のみなさまに
より身近にご利用していただくために、新瑞橋駅近くに
７月２日に開設しました。お気軽にご相談ください！

回答者 野々村一彦氏（野々村クリニック　院長）
伊藤　綾乃氏（デイサービスなでしこ豊岡　代表）
稲熊　久子氏（オレンジ居宅介護支援事業所　管理者）
小菅もと子氏（映画　「折り梅」原作者）　　　　　　【その他調整中】

住所：瑞穂区洲山町２-21 あいおいニッセイ同和損保名古屋南ビル１F
電話：052-851-0400　FAX：052-851-0410

日　時

会　場

内　容

ホームページ　http://mizuhoikiiki.sakura.ne.jp

住所：名古屋市瑞穂区佐渡町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

住所：名古屋市瑞穂区堀田通１－18 シティアーク１Ｆ
電話：052－872－1705　ＦＡＸ：052－872－1707

　いきいき支援センター（地域包括支援センター）は、高齢者のみなさまがいつまでも
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、健康・福祉・介護など、様々な面から
相談・支援します。
　高齢者福祉・介護・介護予防・認知症・権利擁護など、お気軽にご相談ください。

御剱・高田・堀田・穂波・井戸田・瑞穂小学校区豊岡・中根・弥富・陽明・汐路小学校区

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 瑞穂区西部いきいき支援センター瑞穂区西部いきいき支援センター

担当地域

豊岡・中根・弥富・陽明・汐路小学校区担当地域

担当地域

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
オープン
７月２日

分室分室

参加
無料

※問合せは下記まで
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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

プレゼン

茶話会

午後1時30分～午後4時 (開場：午後1時）

※公共交通機関でご来場ください。

SPコードSPコード
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推進された理由①

推進された理由②

今後の方向性①

今後の方向性②

フレー! 愛サロンフレー! 愛サロン

　平成21年度に地域の皆さんとともに策定した「瑞穂区社会福祉協議会第２次地域福祉活動計
画(以下｢計画｣)」は平成23年度末で実施年度３年目を経過しました。そこで、推進委員の皆さん
と事務局で事業の進捗状況を確認し、進行の点検、計画内容の評価を行いました。

～生活応援サービス事業改め
『おでかけ応援ボランティア』事業～
　生活応援ボランティア養成講座の
受講者を中心に、地域住民の助け合い
精神のもと、生活上の困りごとを抱え
た方をボランティアで支えていくしく
みとして『おでかけ応援ボランティア』
事業を試行的に実施しています。高齢
や障がいなどにより、単独での外出
が困難な方の
‶おでかけ"を
応援します｡

　　　　～シルバーパワーを活用した地域力再生事業～
　通称『SP(エスピー)事業』。平成23年10月よりモデル事業として実
施し、半年が経過しました。ボランティアとしての協力者も増え、助け
合い・支え合いの活動が広まっています。

　地域（学区）の住民（キーパー
ソン）が中心となり、社協コミュ
ニティワーカーの支援や計画プロ
ジェクトチーム会議での検討が後
押しとなり推進された

　計画プロジェクト会議での検討
をもとに、テーマ型のボランティ
アグループとの協働や社協事業へ
の取り込みにより推進された

シルバーパワー事業(※2)実施3学区
（御剱・高田・穂波）において、
ボランティア活動への参加促進、
個別支援への対応など、今後も推
進していく。ほかの学区での取り
組みについても検討していく

プロジェクトチーム会議の再編成
及びテーマを絞った検討により、
推進していく。(プロジェクト
チーム2⇒「福祉教育の推進」）

瑞穂区では、地域の方が気軽に集まれる“たまり場づくり”
『ふれあい・いきいきサロン活動』が盛んです。今回は…

　わいわいクラブは、マンション１階の空き店舗を管理組合が買い上げ、サロンの会場と
して使用するようになり、この５月で１周年を迎えました。そこで、運営者の山本さんに
お話しをうかがいました。

『ふれ愛納涼まつり』は、区内の障害者関係団体、ボランティアグループなどが中心となり実施する
おまつりです。障がいのある人もない人も同じ地域に住む住民同士、ともにふれあい交流します。

★そもそもの開設のきっかけは？　
前からマンションの集会所を作りた
いと思っていて、そんな時、学区の福
祉推進協の役をやり、社協の地域福
祉活動計画に関わるようになって
“サロンをやろう”と強く思いました。

★１年間やってきての感想は？　あっという間
だったね。来てくれる人同士がお知り合いになり、
またお友達を誘って来てくれるので最初に思った
よりたくさんの人が来てくれています。参加者に
「サロンの日は、カレンダーに大きな○を付けて
いるよ」なんて聞くと、うれしいなあと思う。

★今後の抱負は？　男性の参加者を増やしたいと思って、もう一つ第２木曜日に
「趣味の会ほっと村」をやることにしました。ここでは、麻雀
や将棋、囲碁などを気軽にできるサロンとして、男性の参加を
募ります。新しい協力者も見つかり、楽しくやれそうです。

❹

特集②

◎ご近所での見守り・助け合い活動
◎地域支え合いのためのマップづくり
◎「地域のお茶の間」づくりの拡充
◎地域を知る活動

日　時：平成24年８月25日(土）午後３時～午後８時
場　所：惣作公園（瑞穂生涯学習センター西側）

★
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業

◎ちょっとしたボランティア活動の普及
◎団塊の世代をはじめとするさまざまな
　世代を対象とした地域活動への参加促進
◎元気高齢者の福祉活動への参加促進
◎ボランティア活動の拠点づくり
◎地域福祉推進協議会を中心としたネットワーク

◎地域住民による各種教室の開催
◎ボランティア（学生など）が地域の人と
　交流する機会づくり
◎小さい頃からの福祉教育

◎防災・減災のための啓発及び講座
◎生活応援ボランティア養成講座
◎生活応援サービス事業(※1)

◎交流の場のPR
◎ボランティア同士の交流の機会づくり
◎年齢・必要性に応じたボランティア体験講座
◎地域に福祉・生活情報を伝える活動

御剱学区 “わいわいクラブ” をご紹介します。

進んでいます!!進んでいます!!

“地域における助け合い・支え合いの活動”“地域における助け合い・支え合いの活動”
第２次地域福祉活動計画第２次地域福祉活動計画

御 剱  97人   607人 1,858P
高 田 123人 1,185人 2,428P
穂 波 167人 1,979人 2,913P

ボランティアポイント数(※)学  区

※ボランティアポイントは1P＝10円に還元され、各登録ボランティアグループの活動に寄付されます。

（H24.3月末）

ボランティア登録者数 活動述人数

・・・と、いつも大忙しの山本さんですが地域の活性化をめざし、張り切って活動しています！
次は、あなたの町のサロンを突撃訪問するかもしれません。お楽しみに～。

この日は食事付き。ハヤシライスが
大評判でした。

・吹奏楽マーチングバンド　・ダンス
・カラーガード　・マジック　・太鼓演奏

（15:00～18:25）
各団体による演奏・パフォーマンスです。

ビンゴゲームで盛り上がりました♪

山本さん（左）と協力者の菅沼さん（右）

オープニング・ワイワイタイム

・ストラックアウト　・魚つりゲーム
・もの運びゲーム　・車いす体験　
・点字体験　・手話体験　・ペタンク

（16:00～17:45）

（18:30～19:30） （19:45～）

ゲームや福祉体験コーナーを自由
に参加できます。スタンプラリーで、
景品を用意しています。

・みたらし団子　・かき氷　・たません　
・フランクフルト  ・焼き鳥　・金魚すくい など

(15:00～)・（15:30～）

企画・運営：2012ふれ愛納涼まつり実行委員会　主催：瑞穂区社会福祉協議会 ※時間・内容は予告なく変更することがあります

楽しい企画がいっぱいです。一緒に夏の終わりの一夜を楽しみましょう！！

2012 ふれ愛納涼まつり～ひとりひとりが主人公～2012 ふれ愛納涼まつり～ひとりひとりが主人公～開催開催
します！！ します！！ 

各学区の推進員さんたち「困りごとはご相談を!」

御剱 高田 穂波

※１ ※2

交流タイム

模擬店・バザー

盆踊り 花火各参加団体がテント出店しています。

❸
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　平成24年６月４日(月)瑞穂区在宅サービスセンター研修室
にて「みずほ助けあい・支えあい活動助成事業 公開プレゼン
テーション」が開催されました。
　地域で活動している７団体が申請。当日は各団体が10名の
審査員の前で事業内容等のプレゼンテーションを行う助成審
査会を実施しました。

　共同募金を財源として、地域住民の主
体的な福祉活動への支援を行い、地域福
祉活動の活性化を目的とし、あわせて地
域住民自らが率先して展開する活動に共
同募金の財源を活用することで共同募金
の使い道の透明化を図り、共同募金への
理解を広めることを目的としています。

　プレゼン前はとても緊張していた申請団体でしたが、審査員が別室審査に移ると、グルー
プ同士それぞれの活動について意見交換を行うなど和やかな茶話会となりました。しかし、
審査員が席につき、審査結果の発表になると再び緊張した面持ちとなり、決定助成額及び
講評に耳を傾けていました。助成金を有効活用してこれからも地域で活躍してください。
　みなさんのあたたかい心が地域で活動する方々のためにも使われています。今年も10月から
始まる赤い羽根共同募金にご協力お願いいたします。

こんにちはこんにちは

です!!です!!

❷ ❺

特集①
みずほ助けあい・支えあい活動助成みずほ助けあい・支えあい活動助成 瑞穂区瑞穂区

のお知らせのお知らせ
「認知症ささえあい」地域フォーラム「認知症ささえあい」地域フォーラム
～瑞穂区ひとり歩きSOSネットワーク事業報告会～

プレゼンテーションによる採点及び審査会 審査結果は以下のとおり（２５０点満点）

結果発表・講評

団体・グループ名

みずほおもちゃ図書館みみちゃん おもちゃ図書館事業 201 30,000円

手話グループウィズ 手話学習事業 216 30,000円

手話サークル稲穂の会 手話学習事業 217 30,000円

みずほ点訳 点訳技術の向上・福祉事業への協力 228 30,000円

みずほたすけ愛ネット ボランティア交流事業 219 100,000円

ＪＣサークル 楽レク事業 117 29,800円

みずほ災害ボランティアネットワーク 瑞穂区内外における防災・
減災イベントでの各種活動 225 18,375円

事 業 名 点 数 助 成 額

瑞穂区内で活動するNPO、ボランティア
グループ、社会福祉関係団体、及び住民
主体による地域の助けあいなどの地域
福祉活動

みずほ助けあい・支えあい活動助成とは…

講　師

平成2４年 ７月２４日（火） 

・講　演 「わたしの認知症の方との接し方」

・交流会 ～認知症質問コーナー～
　　　「認知症を理解し、ささえあう地域をめざして」

対象

瑞穂区役所 ２階講堂 【定員200名】

瑞穂区東部いきいき支援センターの 　　　ができました！！

小菅　もと子 氏（映画 「折り梅」原作者）

助成
金額

事業報告

公開プレゼンテーション開催！

①区内において助けあい・支えあい活動の推進、
　展開が期待できる先駆的な事業
　１団体(１事業)につき上限　100,000円
②団体の行っている通常の地域福祉活動事業
　（事業助成・備品助成）
　１団体(１事業)につき上限　30,000円

　認知症の方・その家族の現状を知り、認知症について共に学び、ささえあう‶瑞穂区"を目指
して一緒に考えてみませんか。瑞穂区在住、在勤、在学の方を中心に、ぜひご参加ください!!　
事前申込は不要です。　※瑞穂区社会福祉協議会「地域福祉推進協議会研修会」合同開催

他、ひとり歩きSOSネットワーク事業の報告、名古屋市はいかい高齢者おかえり支援事業の
説明、瑞穂区支え合い活動の紹介等を予定しています。

　健康・福祉・介護の相談窓口として地域のみなさまに
より身近にご利用していただくために、新瑞橋駅近くに
７月２日に開設しました。お気軽にご相談ください！

回答者 野々村一彦氏（野々村クリニック　院長）
伊藤　綾乃氏（デイサービスなでしこ豊岡　代表）
稲熊　久子氏（オレンジ居宅介護支援事業所　管理者）
小菅もと子氏（映画　「折り梅」原作者）　　　　　　【その他調整中】

住所：瑞穂区洲山町２-21 あいおいニッセイ同和損保名古屋南ビル１F
電話：052-851-0400　FAX：052-851-0410

日　時

会　場

内　容

ホームページ　http://mizuhoikiiki.sakura.ne.jp

住所：名古屋市瑞穂区佐渡町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

住所：名古屋市瑞穂区堀田通１－18 シティアーク１Ｆ
電話：052－872－1705　ＦＡＸ：052－872－1707

　いきいき支援センター（地域包括支援センター）は、高齢者のみなさまがいつまでも
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、健康・福祉・介護など、様々な面から
相談・支援します。
　高齢者福祉・介護・介護予防・認知症・権利擁護など、お気軽にご相談ください。

御剱・高田・堀田・穂波・井戸田・瑞穂小学校区豊岡・中根・弥富・陽明・汐路小学校区

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 瑞穂区西部いきいき支援センター瑞穂区西部いきいき支援センター

担当地域

豊岡・中根・弥富・陽明・汐路小学校区担当地域

担当地域

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
オープン
７月２日

分室分室

参加
無料

※問合せは下記まで

名
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行
●
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古
屋
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●

Ｊ
Ｏ
Ｙ
Ｊ
Ｏ
Ｙ
●

Ｊ
Ｏ
Ｙ
Ｊ
Ｏ
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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

プレゼン

茶話会

午後1時30分～午後4時 (開場：午後1時）

※公共交通機関でご来場ください。
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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。

～新たなことを始める一歩～～新たなことを始める一歩～

瓦礫の撤去が終わった後の無味乾燥な地の光景を目の当たりにして
津波の被害の大きさが想像されました
瓦礫の撤去が終わった後の無味乾燥な地の光景を目の当たりにして
津波の被害の大きさが想像されました

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

2012.7月

第3号

（平成２4年3月１日～平成２4年6月15日）※順不同

●ユニー㈱ピアゴラフーズコア桜山店 様
●名古屋ヤクルト販売㈱ 様　●日本基督教団尾陽協会 様
●小川節子 様　　●小川鉅史 様　●久保雅子 様
●他　匿名３名
＊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。

　みずほ災害ボランティア
ネットワークでは、メンバー
のうち延べ6名が被災地での
ボランティア活動に参加しま
した。最近では瓦礫の撤去
作業が一段落したことで、
ボランティアの役割も変わっ
てきているようです。今回
は、2012年6月に参加した
メンバーからの報告です。

　“宮城県石巻市十八成浜では、毎週土曜日に仮設住宅で生活している被災
者向けの昼食会“くぐなり食堂”が開かれています。私たちボランティア
は、昼食作りのお手伝いを行いました。ある女性の参加者は、『週一回の昼
食会を楽しみにしています』と話して下さり、ボランティアにきてよかった
と思いました。
　被災地の思い、現状を風化させないためにも多くの方々がボランティアに
参加して伝えていくことが大切だと感じました。”

(稲垣双美江・日比野輝子)

　部活に勉強に忙しい夏休みの合間をぬって
ボランティア活動をしてみませんか？区内
で活動するボランティアグループやＮＰＯ
団体と一緒に子どもから高齢者まで様々な
方と交流できるチャンスです!!ボランティ
ア体験を通して、この夏休みに何か新しい
こと、新しい友達を見つけてみませんか？
　夏休みにたくさんの人と交流し、明るい
笑顔を増やしましょう＼(^o^)／

みずほっと第3号
どうでした？
　HOTな情報満載
だったでしょ？
　今月末から８月
中旬にかけて学区
や町内の盆踊り大

会が開催されると思うけど、今年は
何会場行けるかなぁ…P.4の納涼ま
つりではたくさんの浴衣美人がやぐ
らの上で踊るけぇみんな踊りに来て
ちょうだい☆
　これからますますHOTな季節に
なっていくから、水分補給をしっかり

して熱中症、脱水
症にならんように
気を付けるんよ～!!

P.5……… こんにちは『いきいき支援センター』です!!
 瑞穂区「認知症ささえあい」地域フォーラム
P.6……… サマーボランティア活動参加者募集！！
 ご存じですか？『被災地ボランティア活動記録』
 ＨＯＴなきもち（寄付）
 ほっとなつぶやき（編集後記）

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）
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Ｈ０Ｔな
きもち

ほっとな

  つぶやき
ほっとな

  つぶやき

編集
後記
編集
後記

ご存知ですか？ご存知ですか？

サマーボランティア活動体験参加者募集!!サマーボランティア活動体験参加者募集!!サマーボランティア活動体験参加者募集!!

『被災地ボランティア活動記録』『被災地ボランティア活動記録』

昨年の様子「リハビリセンター サロン」 「朗読（紙芝居読み聞かせ）」

みずほ災害ボランティアネットワーク 事務局／岩上　典子 氏
メールアドレス：iwanori@wa2.so-net.ne.jp

●GS

●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

P.1………… 推進協活動紹介（高田学区）
P.2… 特集１ みずほ助けあい・支えあい活動助成事業報告
P.3… 特集２ 進んでいます!!　第2次地域福祉活動計画
 “地域における助け合い・支え合いの活動”
P.4………… 開催します！　2012ふれ愛納涼まつり
 フレー！ 愛サロン ほのぼのレポート(其の三）

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

❶

瑞穂区社協イメージキャラクター「ほっとくん」
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TOPページ 参加したい

詳細は社会福祉協議会ホームページにて　

区内在学の
中高生対象!!
区内在学の
中高生対象!!

研修・講座・イベント情報研修・講座・イベント情報 サマーボランティア体験講座サマーボランティア体験講座→ →→
Click Click Click

天白区表山学区での関係者研修風景
　高田学区では、平成23年10月から、名古屋市受託事
業である『シルバーパワーを活用した地域力再生事業』
に取り組まれています。平成24年５月末現在で、ボラ
ンティアカード発行者数は117名となっており、その数
は順調に伸びています。
　ひとり暮らし高齢者を中心に、日常の困りごとなども
相談として寄せられるようになり、その多くを登録
ボランティアさんの力によって解決していっています｡
　｢ふれあいネットワーク活動」を進める上で必要な
｢地域支え合いマップづくり」についても、昨年度は

22町内／25町内で一斉に作成に取り組むことができ、今年度も順次、情報の更新作業を町内会単位で進め
ています。また、出来上がったマップをさらに、防災の視点も取り入れたマップにする検討も少しずつ
始まっています。

ボランティアポイント制度を活用し、シルバー（団塊）の世代の
新しいボランティアさんを増やし、地域での困りごとの解決を
推進することを目的とした事業。

～高田学区推進協～～高田学区推進協～

“高田学区”“高田学区”
★頑張ってます★

　　シルバーパワー事業★頑張ってます★

　　シルバーパワー事業

あたたかいまち

★シルバーパワーを活用した地域力再生事業って何？

　おかげさまで、高田学区地域福祉推進協議会も20周年を迎える
ことになりました。
　福祉への意識が高まる中、「シルバーパワー事業」がスタート
し､“地域支え合いマップ"等を活用したご近所同士の見守り助け
合い活動も少しずつではありますが進んで
います。今後も、町内における疑問や課題
を皆で話し合いながら、明るく楽しく下町
の情緒ある豊かなカラーで前進しながら
「住んでいてよかった・助け合う・あたた
かい高田」を皆さんと共に進めてまいりた
いと思います。
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地域支え合いマップづくり風景

■ 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

●瑞穂区社協だより

　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｡
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