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この広報誌は、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。

　御剱学区では、隣の高田学区、穂波学区とともに『シルバーパワーを
活用した地域力再生事業（通称：シルバーパワー事業）』に取り組んで
います。その活動の一つが高齢者などの日常生活でのちょっとした困り
ごとに対応する「みつるぎ支援隊」によるお助け活動です。「みつるぎ
支援隊」に登録するのは、町内会長をはじめとする町内の有志の皆さん
ですので、地域の高齢者も安心して依頼することができます。これまで
に、庭木のせん定や粗大ごみ出し、雨どいの修繕など一人暮らしの高齢
者などからの依頼にこたえてきました。
　また、一方で、一人暮らし高齢者などを町内の
近隣住民同士で見守る「ふれあいネットワーク活動｣
も進めています。その一環で学区をあげて「地域
支え合いマップづくり」にも取り組みました｡
　これからもシルバーパワー事業を通して、地域
の絆を深め、助け合い、支え合える街づくりを
目指します。

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者及び障がい者などの世帯を対象に貸付し、
安定した生活を営んでいくことを目的とした貸付制度です。
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～御剱学区推進協～～御剱学区推進協～
★頑張ってます★★頑張ってます★

生活福祉資金を活用しましょう！

ご存知ですか？ご存知ですか？ 『お困りごとは“みつるぎ支援隊”へ』『お困りごとは“みつるぎ支援隊”へ』
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　いよいよ３月に入り、何だかあたたかい
春がとても待ち遠しいね。(^・^)
　ところで、社会福祉協議会（以下 社協）っ
て、実は、行政機関ではなくて、地域福祉の
推進を図ることを目的とする民間の社会福
祉団体なんだよ｡
　だから、社協の事業は地域住民や福祉、保
健、医療の関係者、ボランティア、行政機関
の協力をいただき、「自主性」・「公共性」・
「公益性」を生かしながら運営されている
んだね｡
　社協の目指す「福祉のまちづくり」には、
公的制度では対応できない福祉ニーズにも
対応する仕組みや担い手が必要だけど、こ

れからも民間組織なら
ではの発想力と実行力
で地域とともに活動し
ていきますので、よろ
しくお願いしますね。
では、次号もお楽しみ
に！！

御剱学区地域福祉推進協議会 会長　天野宏之さん

被災地のボランティアに参加するときに必要なこと『防災マメ知識』『防災マメ知識』
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●日本基督教団　尾陽教会 様
●株式会社サポーレ 様　●福島　佐千男 様
●名古屋女子大学中学校高等学校ＰＴＡ 様
●一般社団法人瑞穂 様　●他 匿名 １件

総合支援資金

詳細は、お住まいの区社会福祉協議会までお問い合わせください｡
瑞穂区社会福祉協議会 TEL 841-4063 担当:荒木まで

○金融機関等とは異なり、誰でも理由を問わず借りられる制度ではありません。
○その場で貸付決定、貸付金の交付はされません。

　昔は三世代が一緒に暮らし、家族で支え合うのがあたり前でした
が、少子高齢化が進むこれからの社会で、いかにしてみんなで支え
合っていくかを考えていかなくてはなりません。やはり、地域での
絆を深め、地域で助け合わないといけない。ぜひ、一人でも多くの
人が地域社会に少しでも恩返しをしようという気持ちを持って、地
域活動に参加してほしいなあと思います。

＊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。

●被災地の負担にならないよう自分が必要なものは自分で用意する
　（食料・飲料・装備・交通手段・宿泊場所など）
●ボランティアがやりたい活動をするのでなく、被災者がやって
　ほしいと望むことを優先する

生計中心者の失業によ
り、生計の維持が困難
になった世帯に対し、再
就職までの生活資金を
貸し付けします。

緊急小口資金
一時的に生活困窮に
陥った場合に、必要
な資金を貸し付けし
ます。

福祉資金
低所得者や高齢者及び
障がい者の世帯を対象
に、生業費、医療費、
住宅改修費などを貸し
付けします。

教育支援資金
低所得世帯に属する
方が、高校、高専、大
学などに入学・修学す
るに際し必要な経費
を貸し付けします。

不動産担保型生活資金
65歳以上の高齢者世
帯に、現在お住まい
の土地や建物を担保
として生活資金を貸
し付けします。

　災害が発生すると被災地に災害ボランティアセンターが設置され、ここに被災地以外から多数の
ボランティアが駆け付けます。以下はボランティアとして被災地で活動するための心構えです。

　災害発生直後、被災地は混乱状態ですが、日にちの経過とともに災害ボランティアセンターが
立ち上がり外部でもNPOなどの支援組織がボランティア輸送を行うなど状況が変わってきます。
刻々と変わる情報を収集し、最新情報を確認してからボランティア活動に参加しましょう。

災 害
クイズ
災 害
クイズ
災 害
クイズ Q. 答えは４ページへ被災地のボランティアとして安心して活動するために、最寄りの市区町村

社会福祉協議会でやっておくことは何でしょうか。

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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（平成２５年９月１６日～平成２６年２月１8日）

株式会社サポーレ様感謝状贈呈

▲粗大ごみ出し活動中！

▲地域支え合いマップづくり▲シルバーパワー事業の推進員さんたち

（シルバー）（シルバー）専門の相談員（社会福祉士）が
対応いたします。
お気軽にお問合せください。

■ 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

2014.3月

第8号

編集・発行

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）
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瑞穂区役所
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女子大

旭
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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.5……… こんにちは『いきいき支援センター』です!!
P.6……… 生活福祉資金貸付制度のご案内
 ご存知ですか？　防災豆知識
 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（御剱学区）
P.2… 特 集 社協活動四季おりおり
P.3………… 賛助会員ご加入のお願い
P.4………… 赤い羽根共同募金報告
 フレー！ 愛サロン ほのぼのレポート(其の八）



▶4/22
第３次地域福祉活動計画
第１回作業部会

・地域福祉推進協議会活動・
　SP(シルバーパワー)事業支援

ご紹介した事業はほんの一例です。

区民の皆さまと一緒に瑞穂区を
もっといい街に！

そして住み続けたくなる街に！
そんな瑞穂区社協の活動をもっと

知ってほしいホット～

▶7/22～
サマーボランティア
活動体験講座

もっと趣味とか、その人の
生活を応援したいね、
熱く語るボラさんたち！

春よ～遠き春よ～♪ あ～夏休み～♪ 津軽海峡冬景色～♪

ぴかぴかの一年～♪（一年を通して）ぴかぴかの一年～♪（一年を通して）

時の移り変わりも早いもので、あっ！という間に３月ですね～。
皆さま、今年度はどんな年でしたか？いいこと、いっぱ～いありましたか？
社協もいろいろありましたよ！そんな一年を振り返ってご紹介しましょう!!

たくさんのボランティア
グループさんが審査員の
前で緊張のプレゼン！

いよいよ始まりました
“皆さんの思いの実現”が
合言葉です！

▶6/24
みずほ助け合い・支え合い
活動助成事業

▶8/24
ふれ愛納涼まつり

障がい者と地域住民の
ふれあい交流まつり、
みんな心から楽しそう！

ひと夏の思い出にボラン
ティア活動、素晴らしい、
子どもは地域の宝です！

▶10/6
小学生のためのボラン
ティア体験講座

▶11/3
赤い羽根共同募金バザー

行列のできるバザー会場（笑）
お得やし～、募金になるし、
うれしいわ～！

▶2/4
ふれあい・いきいきサロン
運営者交流会
伝言お絵かきゲーム
おもしろ～い、今日は
スタッフじゃなく参加者よ！

▶1/20
お出かけ応援
ボランティア交流会

スーパーボールすくいで
ボランティア！
みんな、いっぱ～い
募金してね～！

車イス体験や高齢者疑似体験、
手話体験や点字体験などなど

・福祉ボランティア体験学習支援

地域支え合いマップづくりや
意見交換・学習会の場の
機会づくり等

小さい秋み～つけた♪

皆さまのおかげで瑞穂区がもっと良くなります。

Q.Q.

Q.Q.
賛助会員って何？

各学区で集められた賛助会費の
９割相当額は、各学区の地域福祉
活動に還元されています！！

各学区で集められた賛助会費の
９割相当額は、各学区の地域福祉
活動に還元されています！！平成２６年度  賛助会員ご加入のお願い

瑞穂区社会福祉協議会が目指す「福祉のまちづくり」のための地域福祉活動に、ご理解・
ご賛同をいただける方で事業支援を目的に会費を納めていただく、言わば瑞穂区社会福祉
協議会のサポーターです。

●各学区でのふれあい給食会　
●ふれあいいきいきサロン
　（高齢者・子育て・共生の各サロン）
●ふれあいネットワーク事業
●三世代間交流事業
●ボランティアセンター運営など
　多様な事業です。　 ●個人の皆さんから……… 2,686,000円

●法人・団体の皆さんから ……470,000円

平成25年度賛助会費は
いくら集まったの？

平成26年度賛助会費は
何に使われるの？

誰もが安心して暮らせる『福祉のまち瑞穂』の　実現のために、是非ご協力ください。

合計　3,156,000円

お問合せ・お申込みは、お住まいの各学区
連絡協議会、または、瑞穂区社会福祉協議会
（担当：荒川・鈴木浩）まで

（平成26年1月31日現在）

●個人会員 １口 1,000円（年額）
●法人・団体会員 １口 10,000円（年額）

そんな皆さまに
お知らせです。

特集 平成２５年度 社協活動 四季おりおり

認知症「ひとり歩き」さぽーとBOOK　発行！認知症「ひとり歩き」さぽーとBOOK　発行！

主
任
介
護

支
援
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

〒〒
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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
いきいき支援センター

社
会
福
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平成２6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2木曜日）
西部 
東部 

西部 
東部 東部（第2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水
4/15火
5/21水
5/20火
6/18水
6/17火
7/16水
7/15火
8/20水
8/19火

4／10木
5／ 8 木
6／12木
7／10木
8／14木
9／11木

4／2水
5／7水

6/11水 第2水曜日
7／2水
8／6水
9／3水

4／23水
5／28水
6／25水
7／23水
8／27水
9／24水

4／ 9 水
5／14水
6／11水
7／ 9 水

8/6水 第1水曜日
9／10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～

　認知症などでひとりで外出し困っている「ひとり歩き」(徘徊）を介護す
るご家族をサポートする冊子を発行しました。ひとり歩きに対する家族の
役割、工夫、アイデア、有効な対応方法をまとめています。
　ご希望の方は、東部・西部いきいき支援センターに連絡いただくか、ホー
ムページからダウンロードしてご覧ください。
ホームページ　http://mizuhoikiiki.sakura.ne.jp/

こんにちはこんにちは

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。

❷ ❺



じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金のご報告赤い羽根共同募金のご報告
　今年度も赤い羽根共同募金運動にご支援・ご協力をいただきありがとうござ
いました。心よりお礼申し上げます。平成２５年度共同募金最終実績額は、以下
の通りとなりましたのでご報告申し上げます。
　今後とも地域福祉推進のため、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。

＊これらの募金の多くは平成26年度において瑞穂区内の
　地域福祉推進のために役立てられます。

平成25年度 赤い羽根共同募金実績額

8,468,590円
一般募金 ………………8,214,282円
歳末たすけあい募金 …… 254,308円

フレー! 愛サロンフレー! 愛サロン

活動をはじめられたきっかけは？　１０年ほど前に、瑞
穂区役所から学区内に子育てサロンを開設しませんかと
いうお話をいただきました。その頃、都市部を中心に地域
とのつながりが希薄になり、「児童虐待」という問題が聞か
れるようになりました。そのため子育てに不安をもつ保護
者を孤立させないように、身近な場所で子育てサロンを立
ち上げて、地域で子育て世代を支援しようという試みでし
た。最初は、場所の問題も含め手探り状態でしたが、学区

内のボランティアの
方々と協力しながら
運営し、あっという間
に１０年近くの月日
が経ちました。

活動の内容は？　赤ちゃん訪
問事業（乳児家庭全戸訪問事
業）で家庭を訪問させていただ
いた時に、保護者の方へ子育て
サロンを紹介し、いろいろなプロ
グラムを通じて子育て世代同士
の仲間づくりをお手伝いしたり、
サロンに保健師などの専門職をお招きし、集団検診では他人の目
が気になり相談しにくいような子育ての悩みを相談できるような
機会を提供しております。毎回、皆さん親子で自由に遊び、話し合っ
たりして楽しく過ごされています。

これまで続けてきての感想や今後の抱負は？
　開設当初から、学区内外を問わず自由な雰囲気の中で参加者
を受け入れ、今では、ここで遊んでいた小さな子どもたちが、健
やかに育ち小学生になって元気に過ごしているのを見ると、とて
もうれしく続けてきて本当に良かったと感じます。将来的には、
サロンの運営をより充実させるなど、これからも地域の子育て
世代を支援していきたいと思います。

瑞穂学区 “子育てサロン ひまわり”をご紹介します。

日 時：毎月、第１水曜日 10：00～
場 所：大喜寺客殿（大喜町3-20）
実施主体：瑞穂学区地域福祉推進協議会
参加費：無料

話し手：子育てサロン ひまわり
　　　佐上 美雪 さん（主任児童委員）

子育てサロン
ひまわり

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…

赤い羽根共同募金運動にご協力いた
だきました地域の皆さま、ボランティ
ア、商店街、大学、企業の皆さま本当
にありがとうございました☆

堀田本町商店街チャリティー秋まつり

名古屋女子大学大学祭

赤い羽根共同募金バザー2013 赤い羽根共同募金協賛 児童生徒作品展

小学生のためのボランティア体験講座

災 害クイズ災 害クイズ 答え：活動日の前日までにボランティア活動保険の天災プランに加入すること。災 害クイズ

瑞穂区共同募金委員会

▶4/22
第３次地域福祉活動計画
第１回作業部会

・地域福祉推進協議会活動・
　SP(シルバーパワー)事業支援

ご紹介した事業はほんの一例です。

区民の皆さまと一緒に瑞穂区を
もっといい街に！

そして住み続けたくなる街に！
そんな瑞穂区社協の活動をもっと

知ってほしいホット～

▶7/22～
サマーボランティア
活動体験講座

もっと趣味とか、その人の
生活を応援したいね、
熱く語るボラさんたち！
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時の移り変わりも早いもので、あっ！という間に３月ですね～。
皆さま、今年度はどんな年でしたか？いいこと、いっぱ～いありましたか？
社協もいろいろありましたよ！そんな一年を振り返ってご紹介しましょう!!

たくさんのボランティア
グループさんが審査員の
前で緊張のプレゼン！

いよいよ始まりました
“皆さんの思いの実現”が
合言葉です！

▶6/24
みずほ助け合い・支え合い
活動助成事業

▶8/24
ふれ愛納涼まつり

障がい者と地域住民の
ふれあい交流まつり、
みんな心から楽しそう！

ひと夏の思い出にボラン
ティア活動、素晴らしい、
子どもは地域の宝です！

▶10/6
小学生のためのボラン
ティア体験講座

▶11/3
赤い羽根共同募金バザー

行列のできるバザー会場（笑）
お得やし～、募金になるし、
うれしいわ～！

▶2/4
ふれあい・いきいきサロン
運営者交流会
伝言お絵かきゲーム
おもしろ～い、今日は
スタッフじゃなく参加者よ！

▶1/20
お出かけ応援
ボランティア交流会

スーパーボールすくいで
ボランティア！
みんな、いっぱ～い
募金してね～！

車イス体験や高齢者疑似体験、
手話体験や点字体験などなど

・福祉ボランティア体験学習支援

地域支え合いマップづくりや
意見交換・学習会の場の
機会づくり等

小さい秋み～つけた♪小小小小小小小小小小小さささささささささささいいいいいいいいいい小小小小小小小小小小小小小小小小小 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪みみみみみみみみみみみ～～～～～～～～～つつつつつつつつつつけけけけけけけけけたたた♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪つつつつつつつつつつつけけけけけけけけけけけたたたたたたたたたたた♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

皆さまのおかげで瑞穂区がもっと良くなります。

Q.Q.

Q.Q.
賛助会員って何？

各学区で集められた賛助会費の
９割相当額は、各学区の地域福祉
活動に還元されています！！

各学区で集められた賛助会費の
９割相当額は、各学区の地域福祉
活動に還元されています！！平成２６年度  賛助会員ご加入のお願い

瑞穂区社会福祉協議会が目指す「福祉のまちづくり」のための地域福祉活動に、ご理解・
ご賛同をいただける方で事業支援を目的に会費を納めていただく、言わば瑞穂区社会福祉
協議会のサポーターです。

●各学区でのふれあい給食会　
●ふれあいいきいきサロン
　（高齢者・子育て・共生の各サロン）
●ふれあいネットワーク事業
●三世代間交流事業
●ボランティアセンター運営など
　多様な事業です。　 ●個人の皆さんから……… 2,686,000円

●法人・団体の皆さんから ……460,000円

平成25年度賛助会費は
いくら集まったの？

平成26年度賛助会費は
何に使われるの？

誰もが安心して暮らせる『福祉のまち瑞穂』の　実現のために、是非ご協力ください。

合計　3,146,000円

お問合せ・お申込みは、お住まいの各学区
連絡協議会、または、瑞穂区社会福祉協議会
（担当：荒川・鈴木浩）まで

（平成26年1月31日現在）

●個人会員 １口 1,000円（年額）
●法人・団体会員 １口 10,000円（年額）

そ

そんな皆さまに
お知らせです。

特集

という間に３月ですね～

平成２５年度 社協活動 四季おりおり

ほのぼのレポート(其の八)ほのぼのレポート(其の八)

気軽に

 参加
してね

！

❸❹



じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金のご報告赤い羽根共同募金のご報告
　今年度も赤い羽根共同募金運動にご支援・ご協力をいただきありがとうござ
いました。心よりお礼申し上げます。平成２５年度共同募金最終実績額は、以下
の通りとなりましたのでご報告申し上げます。
　今後とも地域福祉推進のため、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。

＊これらの募金の多くは平成26年度において瑞穂区内の
　地域福祉推進のために役立てられます。

平成25年度 赤い羽根共同募金実績額

8,468,590円
一般募金 ………………8,214,282円
歳末たすけあい募金 …… 254,308円

フレー! 愛サロンフレー! 愛サロン

活動をはじめられたきっかけは？　１０年ほど前に、瑞
穂区役所から学区内に子育てサロンを開設しませんかと
いうお話をいただきました。その頃、都市部を中心に地域
とのつながりが希薄になり、「児童虐待」という問題が聞か
れるようになりました。そのため子育てに不安をもつ保護
者を孤立させないように、身近な場所で子育てサロンを立
ち上げて、地域で子育て世代を支援しようという試みでし
た。最初は、場所の問題も含め手探り状態でしたが、学区

内のボランティアの
方々と協力しながら
運営し、あっという間
に１０年近くの月日
が経ちました。

活動の内容は？　赤ちゃん訪
問事業（乳児家庭全戸訪問事
業）で家庭を訪問させていただ
いた時に、保護者の方へ子育て
サロンを紹介し、いろいろなプロ
グラムを通じて子育て世代同士
の仲間づくりをお手伝いしたり、
サロンに保健師などの専門職をお招きし、集団検診では他人の目
が気になり相談しにくいような子育ての悩みを相談できるような
機会を提供しております。毎回、皆さん親子で自由に遊び、話し合っ
たりして楽しく過ごされています。

これまで続けてきての感想や今後の抱負は？
　開設当初から、学区内外を問わず自由な雰囲気の中で参加者
を受け入れ、今では、ここで遊んでいた小さな子どもたちが、健
やかに育ち小学生になって元気に過ごしているのを見ると、とて
もうれしく続けてきて本当に良かったと感じます。将来的には、
サロンの運営をより充実させるなど、これからも地域の子育て
世代を支援していきたいと思います。

瑞穂学区 “子育てサロン ひまわり”をご紹介します。

日 時：毎月、第１水曜日 10：00～
場 所：大喜寺客殿（大喜町3-20）
実施主体：瑞穂学区地域福祉推進協議会
参加費：無料

話し手：子育てサロン ひまわり
　　　佐上 美雪 さん（主任児童委員）

子育てサロン
ひまわり

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…

赤い羽根共同募金運動にご協力いた
だきました地域の皆さま、ボランティ
ア、商店街、大学、企業の皆さま本当
にありがとうございました☆

堀田本町商店街チャリティー秋まつり

名古屋女子大学大学祭

赤い羽根共同募金バザー2013 赤い羽根共同募金協賛 児童生徒作品展

小学生のためのボランティア体験講座

災 害クイズ災 害クイズ 答え：活動日の前日までにボランティア活動保険の天災プランに加入すること。災 害クイズ

瑞穂区共同募金委員会

▶4/22
第３次地域福祉活動計画
第１回作業部会

・地域福祉推進協議会活動・
　SP(シルバーパワー)事業支援

ご紹介した事業はほんの一例です。

区民の皆さまと一緒に瑞穂区を
もっといい街に！

そして住み続けたくなる街に！
そんな瑞穂区社協の活動をもっと

知ってほしいホット～

▶7/22～
サマーボランティア
活動体験講座

もっと趣味とか、その人の
生活を応援したいね、
熱く語るボラさんたち！
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時の移り変わりも早いもので、あっ！という間に３月ですね～。
皆さま、今年度はどんな年でしたか？いいこと、いっぱ～いありましたか？
社協もいろいろありましたよ！そんな一年を振り返ってご紹介しましょう!!

たくさんのボランティア
グループさんが審査員の
前で緊張のプレゼン！

いよいよ始まりました
“皆さんの思いの実現”が
合言葉です！

▶6/24
みずほ助け合い・支え合い
活動助成事業

▶8/24
ふれ愛納涼まつり

障がい者と地域住民の
ふれあい交流まつり、
みんな心から楽しそう！

ひと夏の思い出にボラン
ティア活動、素晴らしい、
子どもは地域の宝です！

▶10/6
小学生のためのボラン
ティア体験講座

▶11/3
赤い羽根共同募金バザー

行列のできるバザー会場（笑）
お得やし～、募金になるし、
うれしいわ～！

▶2/4
ふれあい・いきいきサロン
運営者交流会
伝言お絵かきゲーム
おもしろ～い、今日は
スタッフじゃなく参加者よ！

▶1/20
お出かけ応援
ボランティア交流会

スーパーボールすくいで
ボランティア！
みんな、いっぱ～い
募金してね～！

車イス体験や高齢者疑似体験、
手話体験や点字体験などなど

・福祉ボランティア体験学習支援

地域支え合いマップづくりや
意見交換・学習会の場の
機会づくり等

小さい秋み～つけた♪小小小小小小小小小小小さささささささささささいいいいいいいいいい小小小小小小小小小小小小小小小小小 ♪♪♪♪♪♪♪♪♪みみみみみみみみみみみ～～～～～～～～～つつつつつつつつつつけけけけけけけけけたたた♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪つつつつつつつつつつつけけけけけけけけけけけたたたたたたたたたたた♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

皆さまのおかげで瑞穂区がもっと良くなります。

Q.Q.

Q.Q.
賛助会員って何？

各学区で集められた賛助会費の
９割相当額は、各学区の地域福祉
活動に還元されています！！

各学区で集められた賛助会費の
９割相当額は、各学区の地域福祉
活動に還元されています！！平成２６年度  賛助会員ご加入のお願い

瑞穂区社会福祉協議会が目指す「福祉のまちづくり」のための地域福祉活動に、ご理解・
ご賛同をいただける方で事業支援を目的に会費を納めていただく、言わば瑞穂区社会福祉
協議会のサポーターです。

●各学区でのふれあい給食会　
●ふれあいいきいきサロン
　（高齢者・子育て・共生の各サロン）
●ふれあいネットワーク事業
●三世代間交流事業
●ボランティアセンター運営など
　多様な事業です。　 ●個人の皆さんから……… 2,686,000円

●法人・団体の皆さんから ……460,000円

平成25年度賛助会費は
いくら集まったの？

平成26年度賛助会費は
何に使われるの？

誰もが安心して暮らせる『福祉のまち瑞穂』の　実現のために、是非ご協力ください。

合計　3,146,000円

お問合せ・お申込みは、お住まいの各学区
連絡協議会、または、瑞穂区社会福祉協議会
（担当：荒川・鈴木浩）まで

（平成26年1月31日現在）

●個人会員 １口 1,000円（年額）
●法人・団体会員 １口 10,000円（年額）

そ

そんな皆さまに
お知らせです。

特集

という間に３月ですね～

平成２５年度 社協活動 四季おりおり

ほのぼのレポート(其の八)ほのぼのレポート(其の八)

気軽に

 参加
してね

！

❸❹



▶4/22
第３次地域福祉活動計画
第１回作業部会

・地域福祉推進協議会活動・
　SP(シルバーパワー)事業支援

ご紹介した事業はほんの一例です。

区民の皆さまと一緒に瑞穂区を
もっといい街に！

そして住み続けたくなる街に！
そんな瑞穂区社協の活動をもっと

知ってほしいホット～

▶7/22～
サマーボランティア
活動体験講座

もっと趣味とか、その人の
生活を応援したいね、
熱く語るボラさんたち！

春よ～遠き春よ～♪ あ～夏休み～♪ 津軽海峡冬景色～♪

ぴかぴかの一年～♪（一年を通して）ぴかぴかの一年～♪（一年を通して）

時の移り変わりも早いもので、あっ！という間に３月ですね～。
皆さま、今年度はどんな年でしたか？いいこと、いっぱ～いありましたか？
社協もいろいろありましたよ！そんな一年を振り返ってご紹介しましょう!!

たくさんのボランティア
グループさんが審査員の
前で緊張のプレゼン！

いよいよ始まりました
“皆さんの思いの実現”が
合言葉です！

▶6/24
みずほ助け合い・支え合い
活動助成事業

▶8/24
ふれ愛納涼まつり

障がい者と地域住民の
ふれあい交流まつり、
みんな心から楽しそう！

ひと夏の思い出にボラン
ティア活動、素晴らしい、
子どもは地域の宝です！

▶10/6
小学生のためのボラン
ティア体験講座

▶11/3
赤い羽根共同募金バザー

行列のできるバザー会場（笑）
お得やし～、募金になるし、
うれしいわ～！

▶2/4
ふれあい・いきいきサロン
運営者交流会
伝言お絵かきゲーム
おもしろ～い、今日は
スタッフじゃなく参加者よ！

▶1/20
お出かけ応援
ボランティア交流会

スーパーボールすくいで
ボランティア！
みんな、いっぱ～い
募金してね～！

車イス体験や高齢者疑似体験、
手話体験や点字体験などなど

・福祉ボランティア体験学習支援

地域支え合いマップづくりや
意見交換・学習会の場の
機会づくり等

小さい秋み～つけた♪

皆さまのおかげで瑞穂区がもっと良くなります。

Q.Q.

Q.Q.
賛助会員って何？

各学区で集められた賛助会費の
９割相当額は、各学区の地域福祉
活動に還元されています！！

各学区で集められた賛助会費の
９割相当額は、各学区の地域福祉
活動に還元されています！！平成２６年度  賛助会員ご加入のお願い

瑞穂区社会福祉協議会が目指す「福祉のまちづくり」のための地域福祉活動に、ご理解・
ご賛同をいただける方で事業支援を目的に会費を納めていただく、言わば瑞穂区社会福祉
協議会のサポーターです。

●各学区でのふれあい給食会　
●ふれあいいきいきサロン
　（高齢者・子育て・共生の各サロン）
●ふれあいネットワーク事業
●三世代間交流事業
●ボランティアセンター運営など
　多様な事業です。　 ●個人の皆さんから……… 2,686,000円

●法人・団体の皆さんから ……470,000円

平成25年度賛助会費は
いくら集まったの？

平成26年度賛助会費は
何に使われるの？

誰もが安心して暮らせる『福祉のまち瑞穂』の　実現のために、是非ご協力ください。

合計　3,156,000円

お問合せ・お申込みは、お住まいの各学区
連絡協議会、または、瑞穂区社会福祉協議会
（担当：荒川・鈴木浩）まで

（平成26年1月31日現在）

●個人会員 １口 1,000円（年額）
●法人・団体会員 １口 10,000円（年額）

そんな皆さまに
お知らせです。

特集 平成２５年度 社協活動 四季おりおり

認知症「ひとり歩き」さぽーとBOOK　発行！認知症「ひとり歩き」さぽーとBOOK　発行！

主
任
介
護

支
援
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

〒〒

●GS●GS

●コンビニ●コンビニ ●御剱小●御剱小

日本
ガイシ
日本
ガイシ

雁道

高辻

名
古
屋
高
速

瑞穂区西部
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区役所

汐路町2

瑞穂区在宅
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至新瑞橋

地
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旭幼稚園旭幼稚園
瑞穂区役所前

保
健
師
等

見
守
り
支
援
員

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
いきいき支援センター

社
会
福
祉
士

平成２6年度上半期 認知症家族支援事業のお知らせ

担当地域

名
古
屋
銀
行
●

名
古
屋
銀
行
●

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
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2木曜日）
西部 
東部 

西部 
東部 東部（第2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水
4/15火
5/21水
5/20火
6/18水
6/17火
7/16水
7/15火
8/20水
8/19火

4／10木
5／ 8 木
6／12木
7／10木
8／14木
9／11木

4／2水
5／7水

6/11水 第2水曜日
7／2水
8／6水
9／3水

4／23水
5／28水
6／25水
7／23水
8／27水
9／24水

4／ 9 水
5／14水
6／11水
7／ 9 水

8/6水 第1水曜日
9／10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～

　認知症などでひとりで外出し困っている「ひとり歩き」(徘徊）を介護す
るご家族をサポートする冊子を発行しました。ひとり歩きに対する家族の
役割、工夫、アイデア、有効な対応方法をまとめています。
　ご希望の方は、東部・西部いきいき支援センターに連絡いただくか、ホー
ムページからダウンロードしてご覧ください。
ホームページ　http://mizuhoikiiki.sakura.ne.jp/

こんにちはこんにちは

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。

❷ ❺



❻
この広報誌は、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。

　御剱学区では、隣の高田学区、穂波学区とともに『シルバーパワーを
活用した地域力再生事業（通称：シルバーパワー事業）』に取り組んで
います。その活動の一つが高齢者などの日常生活でのちょっとした困り
ごとに対応する「みつるぎ支援隊」によるお助け活動です。「みつるぎ
支援隊」に登録するのは、町内会長をはじめとする町内の有志の皆さん
ですので、地域の高齢者も安心して依頼することができます。これまで
に、庭木のせん定や粗大ごみ出し、雨どいの修繕など一人暮らしの高齢
者などからの依頼にこたえてきました。
　また、一方で、一人暮らし高齢者などを町内の
近隣住民同士で見守る「ふれあいネットワーク活動｣
も進めています。その一環で学区をあげて「地域
支え合いマップづくり」にも取り組みました｡
　これからもシルバーパワー事業を通して、地域
の絆を深め、助け合い、支え合える街づくりを
目指します。

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者及び障がい者などの世帯を対象に貸付し、
安定した生活を営んでいくことを目的とした貸付制度です。

ん色パワーで
　　活気あるまち！
ん色パワーで
　　活気あるまち！くろうくろう

ーるを
まもって
ーるを
まもって

～御剱学区推進協～～御剱学区推進協～
★頑張ってます★★頑張ってます★

生活福祉資金を活用しましょう！

ご存知ですか？ご存知ですか？ 『お困りごとは“みつるぎ支援隊”へ』『お困りごとは“みつるぎ支援隊”へ』

んなでんなでみ つ る ぎ

ほっとな

  つぶやき
ほっとな

  つぶやき
編集
後記
編集
後記

　いよいよ３月に入り、何だかあたたかい
春がとても待ち遠しいね。(^・^)
　ところで、社会福祉協議会（以下 社協）っ
て、実は、行政機関ではなくて、地域福祉の
推進を図ることを目的とする民間の社会福
祉団体なんだよ｡
　だから、社協の事業は地域住民や福祉、保
健、医療の関係者、ボランティア、行政機関
の協力をいただき、「自主性」・「公共性」・
「公益性」を生かしながら運営されている
んだね｡
　社協の目指す「福祉のまちづくり」には、
公的制度では対応できない福祉ニーズにも
対応する仕組みや担い手が必要だけど、こ

れからも民間組織なら
ではの発想力と実行力
で地域とともに活動し
ていきますので、よろ
しくお願いしますね。
では、次号もお楽しみ
に！！

御剱学区地域福祉推進協議会 会長　天野宏之さん

被災地のボランティアに参加するときに必要なこと『防災マメ知識』『防災マメ知識』

寄
付
金

●日本基督教団　尾陽教会 様
●株式会社サポーレ 様　●福島　佐千男 様
●名古屋女子大学中学校高等学校ＰＴＡ 様
●一般社団法人瑞穂 様　●他 匿名 １件

総合支援資金

詳細は、お住まいの区社会福祉協議会までお問い合わせください｡
瑞穂区社会福祉協議会 TEL 841-4063 担当:荒木まで

○金融機関等とは異なり、誰でも理由を問わず借りられる制度ではありません。
○その場で貸付決定、貸付金の交付はされません。

　昔は三世代が一緒に暮らし、家族で支え合うのがあたり前でした
が、少子高齢化が進むこれからの社会で、いかにしてみんなで支え
合っていくかを考えていかなくてはなりません。やはり、地域での
絆を深め、地域で助け合わないといけない。ぜひ、一人でも多くの
人が地域社会に少しでも恩返しをしようという気持ちを持って、地
域活動に参加してほしいなあと思います。

＊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。

●被災地の負担にならないよう自分が必要なものは自分で用意する
　（食料・飲料・装備・交通手段・宿泊場所など）
●ボランティアがやりたい活動をするのでなく、被災者がやって
　ほしいと望むことを優先する

生計中心者の失業によ
り、生計の維持が困難
になった世帯に対し、再
就職までの生活資金を
貸し付けします。

緊急小口資金
一時的に生活困窮に
陥った場合に、必要
な資金を貸し付けし
ます。

福祉資金
低所得者や高齢者及び
障がい者の世帯を対象
に、生業費、医療費、
住宅改修費などを貸し
付けします。

教育支援資金
低所得世帯に属する
方が、高校、高専、大
学などに入学・修学す
るに際し必要な経費
を貸し付けします。

不動産担保型生活資金
65歳以上の高齢者世
帯に、現在お住まい
の土地や建物を担保
として生活資金を貸
し付けします。

　災害が発生すると被災地に災害ボランティアセンターが設置され、ここに被災地以外から多数の
ボランティアが駆け付けます。以下はボランティアとして被災地で活動するための心構えです。

　災害発生直後、被災地は混乱状態ですが、日にちの経過とともに災害ボランティアセンターが
立ち上がり外部でもNPOなどの支援組織がボランティア輸送を行うなど状況が変わってきます。
刻々と変わる情報を収集し、最新情報を確認してからボランティア活動に参加しましょう。

災 害
クイズ
災 害
クイズ
災 害
クイズ Q. 答えは４ページへ被災地のボランティアとして安心して活動するために、最寄りの市区町村

社会福祉協議会でやっておくことは何でしょうか。

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

ここが

　Point
!ここが

　Point
!

（平成２５年９月１６日～平成２６年２月１8日）

株式会社サポーレ様感謝状贈呈

▲粗大ごみ出し活動中！

▲地域支え合いマップづくり▲シルバーパワー事業の推進員さんたち

（シルバー）（シルバー）専門の相談員（社会福祉士）が
対応いたします。
お気軽にお問合せください。

■ 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

2014.3月

第8号

編集・発行

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

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.5……… こんにちは『いきいき支援センター』です!!
P.6……… 生活福祉資金貸付制度のご案内
 ご存知ですか？　防災豆知識
 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（御剱学区）
P.2… 特 集 社協活動四季おりおり
P.3………… 賛助会員ご加入のお願い
P.4………… 赤い羽根共同募金報告
 フレー！ 愛サロン ほのぼのレポート(其の八）


