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電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

親子で参加するミニ運動会を開催します！高蔵保育園と共催で行います！
元気な子になぁれ～わんぱく広場～(ミニ運動会)

気軽に参加できる乳幼児向けのイベントです！今回は熱田児童館での開催です！
・

あつたっ子ひろばmini

●日　時／11月30日(木)午前10：00～11：30
●対　象／0歳からの未就園児とその保護者 ※当日自由参加・無料
　　　　

やきいも大会

電話申込可
先着順

ながい風船でいろんなものを作ろう！
バルーンアートで遊ぼう

電話申込可
先着順

児童館があなたの町におでかけします！工作・手形・絵本・手遊び・
うた・おもちゃなど楽しいプログラムがいっぱいです☆

おでかけあっちゃんinオーネストひびの大宝

●日　時／10月12日(木)午前10：00～11：30　●対　象／未就園児と保護者
●場　所／オーネストひびの大宝（熱田区大宝一丁目１番3号） ※当日自由参加・無料

　         　

善意の灯 熱田区社会福祉協議会
では、地域福祉活動を
充実させるためのご寄
付を受け付けています。
皆さまのご協力をお待
ちしております。

（平成２９年４月１日～８月３１日分）

皆さまからいただいたご寄付は、
熱田区の地域福祉に
使用させていただきます。
ありがとうございました。 熱田区佛教会様▶

●熱田区佛教会　様
●名古屋ヤクルト販売株式会社　様

おいしいやきいもを作ってみんなで食べよう！
電話申込可

先着順

電話申込可
先着順

専門指導員の指導を受けて人工壁登りを体験！今回は他館交流になります！
「のぼるくんにチャレンジ！」フリークライミング体験教室

暴力や暴言を使わずに、親の「してほしいこと」、
気持ちをうまく伝える方法を学びます。

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り
電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

●日　時／１１月１３日（月）午後１：３０～３：００　●定　員／約１００名
●講　師／神谷　佳代子氏　●費　用／無料
●申　込／１０月２３日（月）午前８：４５～整理券配布

音楽の時間ですよ！！

●内　容／当館で活動している講座・同好会の発表の場
●日　時／１０月３０日（月）午前１０：００～午後４：００　●費　用／無料
●申　込／当日自由観覧。どなたでもご覧になれます。

演芸大会

電話または
窓口で受付

先着順

●内　容／元気なシニアのための長生き講座
●日　時／１１月７日（火）午後１：３０～２：３０
●講　師／保健師、管理栄養士、歯科衛生士
●定　員／４０名　●費　用／無料
●申　込／１０月２４日（火）午前９：３０～

熱田保健所健康講話
●日　時／①１０月１６日（月）　②１１月２０日（月）  ①②とも午前１０：００～１１：３０
●定　員／各、約３０名（当日自由参加）　●費　用／無料
●申　込／事前申込不要、当日先着順　●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）、上靴

認知症予防クラブ 一緒に、体を動かしましょう！頭の体操をしましょう！！

医師による健康相談

電話または
窓口で受付

先着順

●日　時／１０月２３日（月）午前１０：００～１１：３０
●講　師／いづみニコニコ体操会講師　●定　員／７０名
●費　用／無料　●申　込／９月３０日（土）午前９：３０～
●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）、上靴

熱田体操教室 体にやさしい体操をみんなでやりましょう

電話または
窓口で受付

先着順

●日　時／①１０月２７日(金)、②１１月２４日(金)  いずれも午後１：３０～３：００　
●持　物／折り紙（15㎝×15㎝）、はさみ、のり
●定　員／各24名 ●費　用／無料
●申　込／①９月２２日（金）②１０月２７日（金）午前９：３０～

折り紙倶楽部 「脳トレになる折り紙を折りましょう！」

●内　容／血圧測定、食生活相談など
●日　時／１１月１６日（木）午後１：４５～３：４５
●講　師／保健所職員　●費　用／無料　●申　込／事前申込不要

熱田保健所出張健康相談 赤い羽根共同募金運動がはじまりました！
～じぶんの町を良くするしくみ～

【期　間】　平成29年10月1日から12月31日
一般募金　8,042,000円
歳末募金　　206,000円

H２9年度の目標額　

熱田区内で集まった募金は、熱田区の福祉や人を支える団体の活動資金に使われています。
街なかで、学校で、職場で、地域でと、様々なところで呼びかけをして参ります。
今年も皆さまのあたたかいご協力をお願いします。

電話申込可
先着順

クリスマス会を一緒に楽しもう☆
児童館クリスマス会

ちびっこクリスマス会

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０、１０月１８日、１１月１５日、１２月２０日
●担　当／熊澤和彦医師　●費　用／無料　●申　込／当館におたずねください

●日　時／11月19日(日)午後2：00～4：00
●対　象／幼児(保護者同伴)、小学生、中学生、高校生 30名
●費　用／１５０円　●申　込／11月12日(日)午前10：00～

●日　時／11月4日(土)午後2：00～3：00
●対　象／幼児(保護者同伴)、小学生 20名　●申　込／10月28日(土)午前10：00～

●日　時／10月27日(金)午前10：00～11：30
●対　象／ひとり歩きできる未就園児とその保護者 30組
●申　込／10月20日(金)午前10：00～

●日　時／11月26日(日)午前10：00～11：45
●対　象／幼児(身長110㎝～)、小学生、中学生、高校生 10名
※幼児は保護者同伴
●申　込／11月19日(日)午前10：00～

●日　時／前編：11月21日(火)、後編：11月28日(火) いずれも午前10：00～12：00
●対　象／0～12歳の子どもをもつ保護者　30名　(託児定員15名)
●申　込／11月7日(火)午前10：00～

●日　時／12月10日(日)午後2：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生 ※当日自由参加・無料

チルドレンタイムの先生たちが共演！親子で楽しいクリスマス会を過ごそう！
●日　時／12月20日(水)午前10：00～11：30
●対　象／乳幼児と保護者 ※当日自由参加・無料

その他、イベントを多数開催。詳しくは、当館におたずねください。

その他、イベントを多数開催。詳しくは、当館におたずねください。

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆
冬のおはなし会

●日　時／12月16日(土)午後2：00～3：00
●対　象／幼児（保護者同伴）、小学生
※当日自由参加　※年中～小学生低学年向けの内容です。

イライラしない子育て法

「はねっと」へ。詳しくは、
赤い羽根データベース

赤い羽根共同募金の使いみちを紹介しています。
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

共同募金はこんなところで
役立てられていますいっしょにやろうよ

あったかあつた
ひとり暮らし
高齢者等の給食会

高齢者のために

子ども会
育成連絡協議会への助成

子どもたちのために

熱田区手をつなぐ育成会
親子参加バス旅行

障がいのある方のために

あったかあつた・
福祉フェスタ

地域福祉のために



FUKUSHI ATSUTA-05

熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

家族サロン（憩いの場）
介護の悩みや不安などを
自由に話し合い、
仲間づくりを行います。

認知症サポーター養成講座
認知症についての正しい知識を学び、
認知症の方やご家族の
応援者を養成します。

【対象】認知症の高齢者を介護されているご家族の方等
【日時】毎月第３金曜日　午後1:30～3:30

【対象】地域住民の方等　20名程度 
【日時】毎月指定日　午後1:30～3:00

❶10月20日（金） ❷11月17日（金） ❸12月15日（金）
❹ １月19日（金） ❺ ２月16日（金） ❻ ３月16日（金）

❶10月24日（火） ❷11月22日（水） ❸12月14日（木）
❹ １月12日（金） ❺ ２月13日（火） ❻ ３月15日（木）

家族教室

❶１０月１６日(月)　ようこそ家族教室へ
　(講師：いきいき支援センター職員)
❷１１月２０日(月)　介護の体験を聴こう
　(講師：認知症の人と家族の会　愛知県支部）
❸１２月１８日(月)　認知症について正しく理解しよう
　(講師：熊沢医院　熊澤和彦先生)
❹ １月１５日(月)　認知症の人への関わり方を学ぼう
　(講師：グループホーム等施設職員）
❺ ２月１９日(月)　いろいろな制度について知ろう
　(講師：いきいき支援センター職員)

もの忘れ相談医による専門相談

【対象】認知症の高齢者を介護されているご家族の方　20名程度
【日時】毎月第３月曜日（全５回）　午後1:30～3:30

【対象】認知症の症状について相談を希望する方(1日３名程度)
【利用方法】事前予約制（お電話等でお申込みください）
【日時】毎月指定日　午後2:00～3:30（１人約30分）

❶10月27日（金）（さとう内科 佐藤宏先生)
❷11月24日（金）（井土医院 井土まゆみ先生）
❸12月22日（金）（熊沢医院 熊澤和彦先生）
❹ １月26日（金）（小出内科眼科医院 小出章博先生）
❺ ２月23日（金）（協立総合病院 小西淳一先生）
❻ ３月23日（金）（小山医院 小山泰生先生）

　熱田区いきいき支援センター（地域包括支援センター）では、認知症に
関する様々な取組みを行っています。ぜひ、ご参加ください。
　また、熱田区いきいき支援センターは認知症に関する総合相談窓口です。
認知症に関するお困りごとがございましたら、ご相談ください。

平 成２9 年 度 下 半 期
認 知 症 に 関 す る
取 組 み の ご 案 内

【費用】いずれの事業も無料　
【会場】熱田区在宅サービスセンター（区役所等複合施設6階）　　
【お申し込み】いずれの事業も当日2日前までに、お電話にてお申込みください。

毎回、講師のお話を聴いたあと、同じ思いを
抱えた介護者の皆さん同士で話し合い、介護
のヒントや介護者ご自身のリラックス方法を
学んでいただく場です。

「認知症」の症状や治療など、ご本人・ご家族
が持つ不安などについて、医師（もの忘れ
相談医）がご相談に応じます。

全てのお申し込み・お問い合わせ 熱田区いきいき支援センター
熱田区いきいき支援センター分室

電話:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-４０１９
電話:６82-2522　ＦＡＸ:６82-2505

【日時】11月25日（土）午後1:30～4:00
【場所】熱田区役所等複合施設７階　講堂
【費用】無料　　
【お申し込み】指定のはがきによる事前申し込み必要

・熊澤和彦先生（熊沢医院）による講演
・神谷佳代子さん（音楽講師）による音楽
「音楽で楽しく認知症予防」～歌って笑って  みんな元気！～

知って安心、認知症～熱田区の現場から～（熱田区認知症講演会）

要約筆記
手話通訳
あります

　熱田区社会福祉協議会では、サロン等地域交流の場の運営支援として
「レクリエーション用品の貸し出し」を実施しています。

　ルールが簡単で大人も子どもも楽しめるものばかりを集めました。ぜひご利用ください！

みんなで盛り上がる
「カードゲーム」　

思い出の品を楽しみながら語り合おう
「回想法セット」 

誰とでも気軽に楽しめる
「ゲーゴルセット」

いつの間にか夢中になる
「ボッチャ」　

お申し込み
お問い合わせ

社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
熱田区神宮三丁目1番15号 区役所等複合施設6階　TEL：671-2875　FAX： 671-4019

仲間づくりに！ 介護予防に！ サロン運営を応援します！

賛助会費還元事業のご案内

レクリエーション用品貸出事業

その他「卓球」「玉入れ（座ったままできる）」「名古屋弁かるた」などがあります。
レクリエーションを通して元気なサロン・地域づくりをしてみませんか。 【お申し込み】下記へ

ふかふかお布団でよい夢を・・・
（寝具クリーニングサービス事業）

利 　 用 　 料

対  象  寝  具

実  施  方  法

お申し込み期間

募  集  人  数

利 用 対 象 者

お 申 し 込 み

　　　　　　１回500円　※ただし、生活保護費を受給されている方は無料

対象者が常時使用している
敷布団・掛布団（羊毛、毛布、サイズ問わず）・毛布の3枚以内
※ただし、敷布団・掛布団は合わせて2枚以内
※健康器具入り寝具等お受けできないものもございます。その際はご相談ください。

11月下旬ごろから業者がお宅へ伺い、布団をお預かりします。原則として6～7日後に
ふかふかのお布団をお届けします。なお、業者から申込者へ日程調整の連絡を入れたうえ、
お宅へお伺いします。
※代えの布団がない方は代替布団を無料でお貸しできますのでお申込みの際にお伝え下さい。
平成29年10月10日（火）～10月31日（火）

80名　応募多数の場合11月8日（水）午後1：30から
熱田区社会福祉協議会　ボランティアルームにて公開抽選を行います。

①65歳以上のひとり暮らしの方
②65歳以上の方のみの世帯
③上記に準ずる世帯で必要と認められる方

　　　　　　熱田区内に在住で、本人も家族も寝具を干すことが困難であり、
　　　　　　介護保険制度の要支援・要介護の認定を受けている方で、
　　　　　　下記のいずれかに該当する方

下記へ
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メンバー募集！
活動内容

●防災、減災についての啓発活動
●防災学習会の開催
●区総合防災訓練、水防訓練における
　災害ボランティアセンター設置訓練
●防災、減災に関する情報収集および情報発信
●災害ボランティアセンターの立上げ
●災害ボランティアの受入れとコーディネート調整

【お問い合わせ】下記へ

あつた災害ボランティアネットワークでは、現在１６名のメンバーで活
動しておりますが、新たなメンバーを募集中です。熱田区での災害・
防災活動に興味のある方ならどなたでも参加できます。みなさんで
力を合わせて、「災害に強いまち熱田」を目指しましょう。

あつた災害ボランティアネットワーク

熱田図書館との共催講座

「熱メン倶楽部」
参加者募集！
　　【対象】市内在住・在勤の男性

【参加費】①・②は無料、③は300円（保険料含む）
【お申し込み】①②③とも、1週間前までに下記へ

11月25日（土）

日時

午前10：00~11:30

12月12日（火）

40名

定員内容

20名

熱田図書館
研修室

場所

熱田区在宅
サービスセンター
調理実習室

熱田区在宅
サービスセンター
調理実習室

　講師：史跡案内ボランティア熱田史跡ガイドの会

〇あつた宮宿会による歴史紙芝居
〇「熱田の史跡案内」

　講師：調理ボランティア
〇男の料理

　講師：スターバックスコーヒージャパン
　　 　名鉄神宮前駅店

〇美味しいコーヒーの淹れ方

　講師：なごや福祉用具プラザ
〇男の介護午後1：30~3:00

  1月24日（水）

①

②

③ 20名午前10：00~午後1:30

社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
熱田神宮三丁目1番15号 区役所等複合施設6階
ＴＥＬ：671-2875　ＦＡＸ：671-4019

総合防災訓練への参加 防災パッククッキング

ボッチャ交流会
～ボッチャカフェひまわり～

参加者募集

【場所】熱田区在宅サービスセンター研修室
【対象】福祉施設職員、地域で交流の場を開いている方、
　　　　ボッチャに関心のある方、ボッチャに関わっている方

【参加費】無料
【お申し込み】①②とも11月30日（木）までに下記へ

　障がいや年齢、経験の有無に関係なく楽しめる「ボッチャ」（パラ
リンピック公式種目）。熱田区では、様々な交流の場で「ボッチャ」
が取り入れられています。
　ボッチャカフェは、お茶を飲みながら、ボッチャを通して交流する場です。

12月16日（土）

日時

午前10：00~12:00

  1月20日（土）

30名

定員内容

30名

ボッチャってなぁに？
〇ボッチャの取り組み報告
〇ボッチャの体験（茶菓つき）

ボッチャを楽しもう！
ボッチャ交流大会（景品あり）午前10：00~12:00

①

②

第3次地域福祉活動計画

【日時】12月10日（日）午前10：00～12：00
【場所】名古屋学院大学（白鳥学舎4階）
【内容】実践報告、グループワーク
【定員】50名
【参加費】無料
【お申し込み】11月30日（木）までに下記へ

　つながりあった、あたた
かい、あつたの会議―

「つながりあったかいぎ」。
　地域で活動をするうえで、
頭を悩ませている皆さん。
その抱えている問題を共有
し、参加者同士でアイデア
を出し合いませんか？

第４回
「つながりあったかいぎ」

の開催

今年もやります！

お申し込み
お問い合わせ

FUKUSHI ATSUTA-03
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平成２8年度 熱田区社会福祉協議会 決算報告 総合計：290,668（千円）

当期末支払資金残高
58,072（千円）19.9％

地域福祉推進事業
38,346（千円）13.2％

助成金事業
7,100（千円）2.4％

はつらつ長寿推進事業
10,742（千円）3.7％

在宅サービスセンター関係費
15,242（千円）5.2％

児童館事業
31,656（千円）10.9％

デイサービスセンター事業
83,033（千円）28.6％

福祉会館事業
46,377（千円）16.0％

地域福祉基金関係費
100（千円）0.1％

支出の部収入の部

補助金収入
52,988（千円）18.2％

受託金収入
83,958（千円）28.9％

事業収入
1,448（千円）0.5％

受取利息配当金収入
789（千円）0.3％

介護保険事業収入
82,654（千円）28.4％

前期末支払資金残高
56,915（千円）19.6％

その他収入
3,455（千円）1.2％

会費・寄付金収入
1,978（千円）0.7％

共同募金配分金収入
5,004（千円）1.7％

負担金収入
1,480（千円）0.5％

ちょっとした困りごとを住民同士で助け合う

ゴミ出し 電球の取替 お話し相手

　ゴミ出しや電球の取り替えといったちょっとした困りごとの助け合いや見守り
を進めることで、地域のつながりをもう一度作ろうという「地域支えあい事業」。
　5学区（高蔵、旗屋、白鳥、船方、大宝）で実施しています！

毎週月・火曜日
午後1：00～4：00
旗屋コミュニティセンター
（横田一丁目1-13）
TEL：６８１－２７１０

旗屋学区
毎週火・水曜日
午前９：00～１２：00
大宝コミュニティセンター
（大宝四丁目7-22）
TEL：６８３－６９９９

大宝学区
毎週月・木曜日
午前９：00～１２：00
船方コミュニティセンター
（四番二丁目10-16）
TEL：６５２－７９４９

船方学区
毎週月・木曜日
午前９：00～１２：00
白鳥コミュニティセンター
（神戸町802番地）
TEL：６８３－５９９９

白鳥学区
毎週月・木曜日
午前９：00～１２：00
高蔵コミュニティセンター
（沢上二丁目7-8）
TEL：６７１－２８３１

高蔵学区

困りごとのご相談はこちらまで  「ご近所ボランティアさん」も募集中！

「地域支えあい事業」
5学区で実施中！
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熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

家族サロン（憩いの場）
介護の悩みや不安などを
自由に話し合い、
仲間づくりを行います。

認知症サポーター養成講座
認知症についての正しい知識を学び、
認知症の方やご家族の
応援者を養成します。

【対象】認知症の高齢者を介護されているご家族の方等
【日時】毎月第３金曜日　午後1:30～3:30

【対象】地域住民の方等　20名程度 
【日時】毎月指定日　午後1:30～3:00

❶10月20日（金） ❷11月17日（金） ❸12月15日（金）
❹ １月19日（金） ❺ ２月16日（金） ❻ ３月16日（金）

❶10月24日（火） ❷11月22日（水） ❸12月14日（木）
❹ １月12日（金） ❺ ２月13日（火） ❻ ３月15日（木）

家族教室

❶１０月１６日(月)　ようこそ家族教室へ
　(講師：いきいき支援センター職員)
❷１１月２０日(月)　介護の体験を聴こう
　(講師：認知症の人と家族の会　愛知県支部）
❸１２月１８日(月)　認知症について正しく理解しよう
　(講師：熊沢医院　熊澤和彦先生)
❹ １月１５日(月)　認知症の人への関わり方を学ぼう
　(講師：グループホーム等施設職員）
❺ ２月１９日(月)　いろいろな制度について知ろう
　(講師：いきいき支援センター職員)

もの忘れ相談医による専門相談

【対象】認知症の高齢者を介護されているご家族の方　20名程度
【日時】毎月第３月曜日（全５回）　午後1:30～3:30

【対象】認知症の症状について相談を希望する方(1日３名程度)
【利用方法】事前予約制（お電話等でお申込みください）
【日時】毎月指定日　午後2:00～3:30（１人約30分）

❶10月27日（金）（さとう内科 佐藤宏先生)
❷11月24日（金）（井土医院 井土まゆみ先生）
❸12月22日（金）（熊沢医院 熊澤和彦先生）
❹ １月26日（金）（小出内科眼科医院 小出章博先生）
❺ ２月23日（金）（協立総合病院 小西淳一先生）
❻ ３月23日（金）（小山医院 小山泰生先生）

　熱田区いきいき支援センター（地域包括支援センター）では、認知症に
関する様々な取組みを行っています。ぜひ、ご参加ください。
　また、熱田区いきいき支援センターは認知症に関する総合相談窓口です。
認知症に関するお困りごとがございましたら、ご相談ください。

平 成２9 年 度 下 半 期
認 知 症 に 関 す る
取 組 み の ご 案 内

【費用】いずれの事業も無料　
【会場】熱田区在宅サービスセンター（区役所等複合施設6階）　　
【お申し込み】いずれの事業も当日2日前までに、お電話にてお申込みください。

毎回、講師のお話を聴いたあと、同じ思いを
抱えた介護者の皆さん同士で話し合い、介護
のヒントや介護者ご自身のリラックス方法を
学んでいただく場です。

「認知症」の症状や治療など、ご本人・ご家族
が持つ不安などについて、医師（もの忘れ
相談医）がご相談に応じます。

全てのお申し込み・お問い合わせ 熱田区いきいき支援センター
熱田区いきいき支援センター分室

電話:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-４０１９
電話:６82-2522　ＦＡＸ:６82-2505

【日時】11月25日（土）午後1:30～4:00
【場所】熱田区役所等複合施設７階　講堂
【費用】無料　　
【お申し込み】指定のはがきによる事前申し込み必要

・熊澤和彦先生（熊沢医院）による講演
・神谷佳代子さん（音楽講師）による音楽
「音楽で楽しく認知症予防」～歌って笑って  みんな元気！～

知って安心、認知症～熱田区の現場から～（熱田区認知症講演会）

要約筆記
手話通訳
あります

　熱田区社会福祉協議会では、サロン等地域交流の場の運営支援として
「レクリエーション用品の貸し出し」を実施しています。

　ルールが簡単で大人も子どもも楽しめるものばかりを集めました。ぜひご利用ください！

みんなで盛り上がる
「カードゲーム」　

思い出の品を楽しみながら語り合おう
「回想法セット」 

誰とでも気軽に楽しめる
「ゲーゴルセット」

いつの間にか夢中になる
「ボッチャ」　

お申し込み
お問い合わせ

社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会
熱田区神宮三丁目1番15号 区役所等複合施設6階　TEL：671-2875　FAX： 671-4019

仲間づくりに！ 介護予防に！ サロン運営を応援します！

賛助会費還元事業のご案内

レクリエーション用品貸出事業

その他「卓球」「玉入れ（座ったままできる）」「名古屋弁かるた」などがあります。
レクリエーションを通して元気なサロン・地域づくりをしてみませんか。 【お申し込み】下記へ

ふかふかお布団でよい夢を・・・
（寝具クリーニングサービス事業）

利 　 用 　 料

対  象  寝  具

実  施  方  法

お申し込み期間

募  集  人  数

利 用 対 象 者

お 申 し 込 み

　　　　　　１回500円　※ただし、生活保護費を受給されている方は無料

対象者が常時使用している
敷布団・掛布団（羊毛、毛布、サイズ問わず）・毛布の3枚以内
※ただし、敷布団・掛布団は合わせて2枚以内
※健康器具入り寝具等お受けできないものもございます。その際はご相談ください。

11月下旬ごろから業者がお宅へ伺い、布団をお預かりします。原則として6～7日後に
ふかふかのお布団をお届けします。なお、業者から申込者へ日程調整の連絡を入れたうえ、
お宅へお伺いします。
※代えの布団がない方は代替布団を無料でお貸しできますのでお申込みの際にお伝え下さい。
平成29年10月10日（火）～10月31日（火）

80名　応募多数の場合11月8日（水）午後1：30から
熱田区社会福祉協議会　ボランティアルームにて公開抽選を行います。

①65歳以上のひとり暮らしの方
②65歳以上の方のみの世帯
③上記に準ずる世帯で必要と認められる方

　　　　　　熱田区内に在住で、本人も家族も寝具を干すことが困難であり、
　　　　　　介護保険制度の要支援・要介護の認定を受けている方で、
　　　　　　下記のいずれかに該当する方

下記へ

02-FUKUSHI ATSUTA
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電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

親子で参加するミニ運動会を開催します！高蔵保育園と共催で行います！
元気な子になぁれ～わんぱく広場～(ミニ運動会)

気軽に参加できる乳幼児向けのイベントです！今回は熱田児童館での開催です！
・

あつたっ子ひろばmini

●日　時／11月30日(木)午前10：00～11：30
●対　象／0歳からの未就園児とその保護者 ※当日自由参加・無料
　　　　

やきいも大会

電話申込可
先着順

ながい風船でいろんなものを作ろう！
バルーンアートで遊ぼう

電話申込可
先着順

児童館があなたの町におでかけします！工作・手形・絵本・手遊び・
うた・おもちゃなど楽しいプログラムがいっぱいです☆

おでかけあっちゃんinオーネストひびの大宝

●日　時／10月12日(木)午前10：00～11：30　●対　象／未就園児と保護者
●場　所／オーネストひびの大宝（熱田区大宝一丁目１番3号） ※当日自由参加・無料

　         　

善意の灯 熱田区社会福祉協議会
では、地域福祉活動を
充実させるためのご寄
付を受け付けています。
皆さまのご協力をお待
ちしております。

（平成２９年４月１日～８月３１日分）

皆さまからいただいたご寄付は、
熱田区の地域福祉に
使用させていただきます。
ありがとうございました。 熱田区佛教会様▶

●熱田区佛教会　様
●名古屋ヤクルト販売株式会社　様

おいしいやきいもを作ってみんなで食べよう！
電話申込可

先着順

電話申込可
先着順

専門指導員の指導を受けて人工壁登りを体験！今回は他館交流になります！
「のぼるくんにチャレンジ！」フリークライミング体験教室

暴力や暴言を使わずに、親の「してほしいこと」、
気持ちをうまく伝える方法を学びます。

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り
電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

●日　時／１１月１３日（月）午後１：３０～３：００　●定　員／約１００名
●講　師／神谷　佳代子氏　●費　用／無料
●申　込／１０月２３日（月）午前８：４５～整理券配布

音楽の時間ですよ！！

●内　容／当館で活動している講座・同好会の発表の場
●日　時／１０月３０日（月）午前１０：００～午後４：００　●費　用／無料
●申　込／当日自由観覧。どなたでもご覧になれます。

演芸大会

電話または
窓口で受付

先着順

●内　容／元気なシニアのための長生き講座
●日　時／１１月７日（火）午後１：３０～２：３０
●講　師／保健師、管理栄養士、歯科衛生士
●定　員／４０名　●費　用／無料
●申　込／１０月２４日（火）午前９：３０～

熱田保健所健康講話
●日　時／①１０月１６日（月）　②１１月２０日（月）  ①②とも午前１０：００～１１：３０
●定　員／各、約３０名（当日自由参加）　●費　用／無料
●申　込／事前申込不要、当日先着順　●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）、上靴

認知症予防クラブ 一緒に、体を動かしましょう！頭の体操をしましょう！！

医師による健康相談

電話または
窓口で受付

先着順

●日　時／１０月２３日（月）午前１０：００～１１：３０
●講　師／いづみニコニコ体操会講師　●定　員／７０名
●費　用／無料　●申　込／９月３０日（土）午前９：３０～
●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）、上靴

熱田体操教室 体にやさしい体操をみんなでやりましょう

電話または
窓口で受付

先着順

●日　時／①１０月２７日(金)、②１１月２４日(金)  いずれも午後１：３０～３：００　
●持　物／折り紙（15㎝×15㎝）、はさみ、のり
●定　員／各24名 ●費　用／無料
●申　込／①９月２２日（金）②１０月２７日（金）午前９：３０～

折り紙倶楽部 「脳トレになる折り紙を折りましょう！」

●内　容／血圧測定、食生活相談など
●日　時／１１月１６日（木）午後１：４５～３：４５
●講　師／保健所職員　●費　用／無料　●申　込／事前申込不要

熱田保健所出張健康相談 赤い羽根共同募金運動がはじまりました！
～じぶんの町を良くするしくみ～

【期　間】　平成29年10月1日から12月31日
一般募金　8,042,000円
歳末募金　　206,000円

H２9年度の目標額　

熱田区内で集まった募金は、熱田区の福祉や人を支える団体の活動資金に使われています。
街なかで、学校で、職場で、地域でと、様々なところで呼びかけをして参ります。
今年も皆さまのあたたかいご協力をお願いします。

電話申込可
先着順

クリスマス会を一緒に楽しもう☆
児童館クリスマス会

ちびっこクリスマス会

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０、１０月１８日、１１月１５日、１２月２０日
●担　当／熊澤和彦医師　●費　用／無料　●申　込／当館におたずねください

●日　時／11月19日(日)午後2：00～4：00
●対　象／幼児(保護者同伴)、小学生、中学生、高校生 30名
●費　用／１５０円　●申　込／11月12日(日)午前10：00～

●日　時／11月4日(土)午後2：00～3：00
●対　象／幼児(保護者同伴)、小学生 20名　●申　込／10月28日(土)午前10：00～

●日　時／10月27日(金)午前10：00～11：30
●対　象／ひとり歩きできる未就園児とその保護者 30組
●申　込／10月20日(金)午前10：00～

●日　時／11月26日(日)午前10：00～11：45
●対　象／幼児(身長110㎝～)、小学生、中学生、高校生 10名
※幼児は保護者同伴
●申　込／11月19日(日)午前10：00～

●日　時／前編：11月21日(火)、後編：11月28日(火) いずれも午前10：00～12：00
●対　象／0～12歳の子どもをもつ保護者　30名　(託児定員15名)
●申　込／11月7日(火)午前10：00～

●日　時／12月10日(日)午後2：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生 ※当日自由参加・無料

チルドレンタイムの先生たちが共演！親子で楽しいクリスマス会を過ごそう！
●日　時／12月20日(水)午前10：00～11：30
●対　象／乳幼児と保護者 ※当日自由参加・無料

その他、イベントを多数開催。詳しくは、当館におたずねください。

その他、イベントを多数開催。詳しくは、当館におたずねください。

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆
冬のおはなし会

●日　時／12月16日(土)午後2：00～3：00
●対　象／幼児（保護者同伴）、小学生
※当日自由参加　※年中～小学生低学年向けの内容です。

イライラしない子育て法

「はねっと」へ。詳しくは、
赤い羽根データベース

赤い羽根共同募金の使いみちを紹介しています。
http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

共同募金はこんなところで
役立てられていますいっしょにやろうよ

あったかあつた
ひとり暮らし
高齢者等の給食会

高齢者のために

子ども会
育成連絡協議会への助成

子どもたちのために

熱田区手をつなぐ育成会
親子参加バス旅行

障がいのある方のために

あったかあつた・
福祉フェスタ

地域福祉のために




