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あったかあつた・
福祉フェスタ 2018 開催！！

～ You-Me 夢つながるあったかハート～ 

平成３０年１０月２８日（日） 午前１０：００～午後２：３０

熱田区在宅サービスセンター・熱田区役所

皆さまのお越しを

お待ちしております
。

主催　「あったかあつた・福祉フェスタ2018」実行委員会
　　　社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
共催　熱田区役所
協賛　東邦ガス労働組合ほか、多くの皆さま

日　時

場　所 雨天決行

この他にも、福引き・模擬店・授産製品販売・
スタンプラリー等、盛りだくさんの内容です。

アッツ タック

熱田区社会福祉協議会オリジナルキャラクター

「あったかあつた ・ 福祉フェスタ」は気軽に楽しみながら福祉にふれることのできるお祭りです。
昨年度は、残念ながら中止となりましたが、今年度は一昨年同様実施し、盛り上げて参ります。

模擬店

ステージ発表

ゲームコーナー

社会福祉法人

名古屋市熱田区社会福祉協議会
TEL671-2875    FAX671-4019
URL　http://atuta-shakyo.jp/
E-mail　atutaVC@nagoya-shakyo.or.jp

熱田区神宮三丁目 1 番 15 号　区役所等複合施設 6 階 検索熱田区社会福祉協議会

◉「福祉あつた」は、再生紙を使用しています。　◉「福祉あつた」は、カラーユニバーサルデザインを考慮して制作しています。06-FUKUSHI ATSUTA

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

こわれたおもちゃを修理します！
おもちゃ病院

乳幼児向けのおもちゃがたくさん登場！
おもちゃ図書館

●日　時／11月14日(水)、12月12日(水)　いずれも午前10：00～12：00
●対　象／未就学児と保護者　※当日自由参加・無料

児童館があなたの町におでかけします！楽しいプログラムを
用意しています☆ぜひ遊びに来てね！

おでかけあっちゃんinオーネストひびの大宝

●日　時／11月9日(金)　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

社会福祉法人

名古屋市熱田区社会福祉協議会
TEL671-2875    FAX671-4019
URL　http://atuta-shakyo.jp/

善 意 の 灯 （平成３０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。

ぽこあぽこによる人形劇を見よう☆
人形劇をみよう

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

みんなでクリスマス会を一緒に楽しもう☆
児童館クリスマス会

食欲の秋がきた！みんなで楽しくクッキング♪
あっちゃんクッキング

●日　時／11月18日(日)　午後2：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生　15名　●費　用／300円
●申　込／11月11日(日)　午前10：00～(電話申込可・先着順)

●日　時／11月11日(日)　午前10：00～午後3：00　※電子ゲーム不可

●日　時／12月1日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子、小学生
　※当日自由参加・無料　※乳幼児～小学生低学年向けの内容です

●日　時／12月15日(土)　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

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。

親子で楽しいクリスマス会を過ごそう！
ちびっこクリスマス会

●日　時／12月16日(日)　午前10：00～11：30
●対　象／乳幼児と保護者　※当日自由参加・無料

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！
●日　時／11月29日(木)　午前10：00～11：30
●対　象／0才からの未就園児とその保護者　※当日自由参加・無料

あつたっ子ひろばmini

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。

●名古屋ヤクルト販売株式会社　様
●熱田区佛教会　様　●サークルぐーちょきぱー　様

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０　１１月２１日、１２月１９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

医師による健康相談

電話または
窓口へ、先着順

●日　時／①１１月３０日(金)、②１２月１日(土)
　　　　　①午後１：４５～４：３０　②午前９：１５～12：00
●定　員／各１４名　●費　用／７４０円
●持　物／濡れタオル、メガネ
●申　込／①②とも１１月１４日（水）　午前９：３０～

手芸教室「かんたん押絵～クリスマスツリーとスノーマン」

●日　時／１２月１８日（火）　午後 １：３０～３：００
●定　員／約１２０名　●講　師／毛利 公氏他　●費　用／無料
●申　込／１２月３日（月）　午前８：４５～入場券配布

熱田・歌声喫茶

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！！
●日　時／１１月２６日（月）　午後１：００～２：３０　●定　員／約３０名
●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）

●日　時／１０月２７日（土）　午後2：00～4：00
●出　演／KOHARU亭けいじろう他　●定　員／約１４０名
●費　用／無料　●申　込／事前申込不要、当日先着順

KOHARU亭「落語じゃなくて楽語の会」

●日　時／１０月３１日（水）
　　　　　①午前１０：00～12：00　②午後１：00～３：00
●定　員／各５０名
●費　用／無料
●申　込／事前申込不要、当日先着順

昭和の歌をうたう会　アイドル編

演芸大会
●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２９日（月）　午前１０：００～午後４：３０
●費　用／無料
●申　込／当日自由観覧。どなたでもご覧になれます。

囲碁・将棋大会
●日　時／囲碁 １１月７日(水)、
　　　　　将棋 １１月１４日(水)　いずれも午前９：３０～
●費　用／無料　●申　込／囲碁・将棋とも１０月１８日（木）～１０月３１日（水）囲碁・将棋とも１０月１８日（木）～１０月３１日（水）

窓口のみで
受付



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】認知症の方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19日（金） ❷11月16日（金） ❸12月21日（金）
❹ １月18日（金） ❺ ２月15日（金） ❻ ３月15日（金）

❶10月16日（火） ❷11月14日（水） ❸12月25日（火）
❹ １月17日（木） ❺ ２月15日（金） ❻ ３月13日（水）

家族教室

❶１０月１5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12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3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21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18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】認知症の方を介護されているご家族の方等　10名程度
【日時】毎月指定日（全５回）　午後1:30～3:30

【対象】認知症の症状等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26日（金）（さとう内科  佐藤宏先生)
❷11月30日（金）（協立総合病院  尾関俊紀先生）
❸12月21日（金）（熊沢医院  熊澤和彦先生）
❹ １月25日（金）（小出内科眼科医院  小出章博先生）
❺ ２月22日（金）（協立総合病院  小西淳一先生）
❻ ３月22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30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】12月1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】指定のはがきかFAXによる
　　　　　   事前申し込み必要

・阿部祐士先生（オレンジクリニック）による講演
・横川珠姫先生（健康運動指導士）による体操

もっと知りたい「認知症」～どう気づく？  どう治す？  どう支える？～（熱田区認知症講演会）

要約筆記
手話通訳
あります

共同募金は身近なところで役立てられています

今年もはじまりました

平成３０年度　目標額 一般募金  8,042,000円　　歳末募金  206,000円

ひとり暮らし
高齢者等の給食会

高齢者のために

子ども会年少リーダー
キャンプ講習会

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

昨年度は残念ながら
中止となってしまいましたが、
今年度は盛大に開催します！

詳細は表紙に記載！！

詳しくは、赤い羽根データベース

「はねっと」へ
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

熱田区では平成30年10月1日から12月31日までの期間、
募金運動が実施されています。

区内で集まった募金の79%が区内の福祉活動に使われます。
募金は、本会の他、学校、職場、地域などでも募っています。

今年も、皆さまのあったかいご協力をお願いします。

FUKUSHI ATSUTA-0502-FUKUSHI ATSUTA

７/13 ボッチャカフェ〝ひまわり″で
ボッチャ交流会②を開催しました

【お問い合わせ】　熱田区社会福祉協議会　☎６７１－２８７５　FAX 671-4019

　第3次地域福祉活動計画Bグループは〝はしわた
しの場をつくる″ことを目的に昨年度からボッチャカ
フェ〝ひまわり″を開催しています。今回は、地域福
祉活動に携わっている方 （々福祉施設職員・サロン
運営者・ボランティア活動者）に参加していただき、
つながりづくりのツールとして有効なボッチャを楽
しんだ後、名刺交換会を行いました。
　当日は、参加者・スタッフ総勢65名になり大変に

「〝ひびの健やかフェスティバル″は、健康をテーマに地域の皆さんが交流し、
一緒に盛り上がるイベントです。
　リラックスするためのヨガ体操や絵本朗読、コーラスなどのステージもご覧
いただけます。また、血圧測定や昔の遊びを思い出しながら体験するコーナー
など、心と体の健康をテーマにした様々な催し物があります。
　当日は、昼食・軽食の販売もあり、休憩スペースもご用意しております。会場
内は土足禁止ですので、スリッパをご持参ください。日頃から健康について気
になる方、またお子さん連れの方々も気軽にお越しください。」

第４次熱田区地域福祉活動計画 策定中！
　熱田区社会福祉協議会では、安心して暮らせる福
祉のまちづくりを進めるため、「第４次熱田区地域福祉
活動計画」を策定しています。
　作業部会を立ち上げ５月に第１回目を開催し、その
後は毎月１回開催しています。部会の委員は地域福祉
活動に携わる、各地縁団体の方、専門機関の職員、大
学の先生等、多様なメンバーです。総勢１９名が揃い、
つながりのあるまち熱田区を目指して議論していま
す。なお、当計画の完成は今年度末の予定です。

ぎわう会になりました。
　参加された施設職員やサロンの世話人からは、
「ボランティアさんに来ていただく約束ができた。」
「とても楽しかったので、またぜひ開催してほしい。」
とうれしい報告が社協事務局に届いています。
　ボランティアとして参加された(株)中北薬品さ
ん、薬のサンハート(株)さんには協賛品のご提供を
いただき、ありがとうございました。

地域福祉活動計画

２０１８ ひびの健やかフェスティバル開催！！

【お問い合わせ】　ひびのファミリア　伊藤　☎870-8180　FAX 870-8181

ボッチャで交流「出張ボッチャも行っていますよ！」 「ボランティアさん、ぜひうちの施設に来てください」 名刺交換「今後もよろしくおねがいします」

日比野にある大学・子育てサロン・高齢者施設が共同主催で日比野を
明るく元気なまちにしようという思いから企画されたイベントです。

主催者からのコメント

2018年11月18日（日）
午前10：00～午後4：00

日 時
医療対応型特別養護老人ホーム
ひびのファミリア 5階 地域交流スペース

（熱田区比々野町27番地）
場 所

名古屋学院大学
おやこサロンSmile Link
ひびのファミリア
熱田区社会福祉協議会

共催 ：

協力 ：

入場
無料

FUKUSHI ATSUTA-03

　参加された施設職員やサロンの世話人からは、



７/13 ボッチャカフェ〝ひまわり″で
ボッチャ交流会②を開催しました

【お問い合わせ】　熱田区社会福祉協議会　☎６７１－２８７５　FAX 671-4019

　第3次地域福祉活動計画Bグループは〝はしわた
しの場をつくる″ことを目的に昨年度からボッチャカ
フェ〝ひまわり″を開催しています。今回は、地域福
祉活動に携わっている方 （々福祉施設職員・サロン
運営者・ボランティア活動者）に参加していただき、
つながりづくりのツールとして有効なボッチャを楽
しんだ後、名刺交換会を行いました。
　当日は、参加者・スタッフ総勢65名になり大変に

「〝ひびの健やかフェスティバル″は、健康をテーマに地域の皆さんが交流し、
一緒に盛り上がるイベントです。
　リラックスするためのヨガ体操や絵本朗読、コーラスなどのステージもご覧
いただけます。また、血圧測定や昔の遊びを思い出しながら体験するコーナー
など、心と体の健康をテーマにした様々な催し物があります。
　当日は、昼食・軽食の販売もあり、休憩スペースもご用意しております。会場
内は土足禁止ですので、スリッパをご持参ください。日頃から健康について気
になる方、またお子さん連れの方々も気軽にお越しください。」

第４次熱田区地域福祉活動計画 策定中！
　熱田区社会福祉協議会では、安心して暮らせる福
祉のまちづくりを進めるため、「第４次熱田区地域福祉
活動計画」を策定しています。
　作業部会を立ち上げ５月に第１回目を開催し、その
後は毎月１回開催しています。部会の委員は地域福祉
活動に携わる、各地縁団体の方、専門機関の職員、大
学の先生等、多様なメンバーです。総勢１９名が揃い、
つながりのあるまち熱田区を目指して議論していま
す。なお、当計画の完成は今年度末の予定です。

ぎわう会になりました。
　参加された施設職員やサロンの世話人からは、
「ボランティアさんに来ていただく約束ができた。」
「とても楽しかったので、またぜひ開催してほしい。」
とうれしい報告が社協事務局に届いています。
　ボランティアとして参加された(株)中北薬品さ
ん、薬のサンハート(株)さんには協賛品のご提供を
いただき、ありがとうございました。

地域福祉活動計画

２０１８ ひびの健やかフェスティバル開催！！

【お問い合わせ】　ひびのファミリア　伊藤　☎870-8180　FAX 870-8181

ボッチャで交流「出張ボッチャも行っていますよ！」 「ボランティアさん、ぜひうちの施設に来てください」 名刺交換「今後もよろしくおねがいします」

日比野にある大学・子育てサロン・高齢者施設が共同主催で日比野を
明るく元気なまちにしようという思いから企画されたイベントです。

主催者からのコメント

2018年11月18日（日）
午前10：00～午後4：00

日 時
医療対応型特別養護老人ホーム
ひびのファミリア 5階 地域交流スペース

（熱田区比々野町27番地）
場 所

名古屋学院大学
おやこサロンSmile Link
ひびのファミリア
熱田区社会福祉協議会

共催 ：

協力 ：

入場
無料

FUKUSHI ATSUTA-03

　参加された施設職員やサロンの世話人からは、
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賛助会費事業のご案内

利用対象者

サロン活動・町内のイベント等に！地域のつながりづくりを応援します！

　熱田区社会福祉協議会では、サロンなど地域交流の場の活動支援として「レクリエーション用品の貸
出」を実施しています。
　仲間づくり、介護予防に役立つレクリエーションで、楽しい時間を過ごしてみませんか？

「レクリエーション用品貸出事業」のご案内

ボッチャを教えてくれる
ボランティアさんも活躍中。 回想法の出張講座も

実施しています。

ボッチャ
盛り上がること間違いなし！

ボードゲーム
頭の体操

回想法セット
思い出の品を楽しみながら語り合おう

他にも貸出用品がございます。下記までお問い合わせください。

ふかふかお布団でよい夢を・・・
（寝具クリーニングサービスのご案内）

利　用　料 １回500円 ※ただし、生活保護費を受給されている方は無料

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、右記のいず
れかに該当する方。

対 象 寝 具
※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。

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

実 施 方 法

※代えの布団がない方はお申込みの際にご相談ください。

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。

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

申 込 期 間 平成30年10月9日（火）～10月31日（水）
募 集 人 数

申 込 方 法

80名
下記へお申込み下さい。

応募多数の場合11月9日（金）午前11：00から熱田区社会福祉協議会（調理実習室）にて
公開抽選を行います。

お申し込み・
お問い合わせ 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

熱田区社会福祉協議会



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】認知症の方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19日（金） ❷11月16日（金） ❸12月21日（金）
❹ １月18日（金） ❺ ２月15日（金） ❻ ３月15日（金）

❶10月16日（火） ❷11月14日（水） ❸12月25日（火）
❹ １月17日（木） ❺ ２月15日（金） ❻ ３月13日（水）

家族教室

❶１０月１5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12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3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21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18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】認知症の方を介護されているご家族の方等　10名程度
【日時】毎月指定日（全５回）　午後1:30～3:30

【対象】認知症の症状等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26日（金）（さとう内科  佐藤宏先生)
❷11月30日（金）（協立総合病院  尾関俊紀先生）
❸12月21日（金）（熊沢医院  熊澤和彦先生）
❹ １月25日（金）（小出内科眼科医院  小出章博先生）
❺ ２月22日（金）（協立総合病院  小西淳一先生）
❻ ３月22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30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】12月1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】指定のはがきかFAXによる
　　　　　   事前申し込み必要

・阿部祐士先生（オレンジクリニック）による講演
・横川珠姫先生（健康運動指導士）による体操

もっと知りたい「認知症」～どう気づく？  どう治す？  どう支える？～（熱田区認知症講演会）

要約筆記
手話通訳
あります

共同募金は身近なところで役立てられています

今年もはじまりました

平成３０年度　目標額 一般募金  8,042,000円　　歳末募金  206,000円

ひとり暮らし
高齢者等の給食会

高齢者のために

子ども会年少リーダー
キャンプ講習会

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

昨年度は残念ながら
中止となってしまいましたが、
今年度は盛大に開催します！

詳細は表紙に記載！！

詳しくは、赤い羽根データベース

「はねっと」へ
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

熱田区では平成30年10月1日から12月31日までの期間、
募金運動が実施されています。

区内で集まった募金の79%が区内の福祉活動に使われます。
募金は、本会の他、学校、職場、地域などでも募っています。

今年も、皆さまのあったかいご協力をお願いします。

FUKUSHI ATSUTA-0502-FUKUSHI ATSUTA



熱田区の地域福祉情報紙 検索熱田区社会福祉協議会

福祉あつたは
ホームページでもご覧いただけます。
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この広報紙は赤い羽根共同募金の配分金で作成しました。 FUKUSHI ATSUTA-01

福祉
F U K U S H I  A T S U T A

あったかあつた・
福祉フェスタ 2018 開催！！

～ You-Me 夢つながるあったかハート～ 

平成３０年１０月２８日（日） 午前１０：００～午後２：３０

熱田区在宅サービスセンター・熱田区役所

皆さまのお越しを

お待ちしております
。

主催　「あったかあつた・福祉フェスタ2018」実行委員会
　　　社会福祉法人名古屋市熱田区社会福祉協議会
共催　熱田区役所
協賛　東邦ガス労働組合ほか、多くの皆さま

日　時

場　所 雨天決行

この他にも、福引き・模擬店・授産製品販売・
スタンプラリー等、盛りだくさんの内容です。

アッツ タック

熱田区社会福祉協議会オリジナルキャラクター

「あったかあつた ・ 福祉フェスタ」は気軽に楽しみながら福祉にふれることのできるお祭りです。
昨年度は、残念ながら中止となりましたが、今年度は一昨年同様実施し、盛り上げて参ります。

模擬店

ステージ発表

ゲームコーナー

社会福祉法人

名古屋市熱田区社会福祉協議会
TEL671-2875    FAX671-4019
URL　http://atuta-shakyo.jp/
E-mail　atutaVC@nagoya-shakyo.or.jp

熱田区神宮三丁目 1 番 15 号　区役所等複合施設 6 階 検索熱田区社会福祉協議会

◉「福祉あつた」は、再生紙を使用しています。　◉「福祉あつた」は、カラーユニバーサルデザインを考慮して制作しています。06-FUKUSHI ATSUTA

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

こわれたおもちゃを修理します！
おもちゃ病院

乳幼児向けのおもちゃがたくさん登場！
おもちゃ図書館

●日　時／11月14日(水)、12月12日(水)　いずれも午前10：00～12：00
●対　象／未就学児と保護者　※当日自由参加・無料

児童館があなたの町におでかけします！楽しいプログラムを
用意しています☆ぜひ遊びに来てね！

おでかけあっちゃんinオーネストひびの大宝

●日　時／11月9日(金)　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

社会福祉法人

名古屋市熱田区社会福祉協議会
TEL671-2875    FAX671-4019
URL　http://atuta-shakyo.jp/

善 意 の 灯 （平成３０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。

ぽこあぽこによる人形劇を見よう☆
人形劇をみよう

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

みんなでクリスマス会を一緒に楽しもう☆
児童館クリスマス会

食欲の秋がきた！みんなで楽しくクッキング♪
あっちゃんクッキング

●日　時／11月18日(日)　午後2：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生　15名　●費　用／300円
●申　込／11月11日(日)　午前10：00～(電話申込可・先着順)

●日　時／11月11日(日)　午前10：00～午後3：00　※電子ゲーム不可

●日　時／12月1日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子、小学生
　※当日自由参加・無料　※乳幼児～小学生低学年向けの内容です

●日　時／12月15日(土)　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

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。

親子で楽しいクリスマス会を過ごそう！
ちびっこクリスマス会

●日　時／12月16日(日)　午前10：00～11：30
●対　象／乳幼児と保護者　※当日自由参加・無料

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！
●日　時／11月29日(木)　午前10：00～11：30
●対　象／0才からの未就園児とその保護者　※当日自由参加・無料

あつたっ子ひろばmini

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。

●名古屋ヤクルト販売株式会社　様
●熱田区佛教会　様　●サークルぐーちょきぱー　様

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０　１１月２１日、１２月１９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

医師による健康相談

電話または
窓口へ、先着順

●日　時／①１１月３０日(金)、②１２月１日(土)
　　　　　①午後１：４５～４：３０　②午前９：１５～12：00
●定　員／各１４名　●費　用／７４０円
●持　物／濡れタオル、メガネ
●申　込／①②とも１１月１４日（水）　午前９：３０～

手芸教室「かんたん押絵～クリスマスツリーとスノーマン」

●日　時／１２月１８日（火）　午後 １：３０～３：００
●定　員／約１２０名　●講　師／毛利 公氏他　●費　用／無料
●申　込／１２月３日（月）　午前８：４５～入場券配布

熱田・歌声喫茶

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！！
●日　時／１１月２６日（月）　午後１：００～２：３０　●定　員／約３０名
●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）

●日　時／１０月２７日（土）　午後2：00～4：00
●出　演／KOHARU亭けいじろう他　●定　員／約１４０名
●費　用／無料　●申　込／事前申込不要、当日先着順

KOHARU亭「落語じゃなくて楽語の会」

●日　時／１０月３１日（水）
　　　　　①午前１０：00～12：00　②午後１：00～３：00
●定　員／各５０名
●費　用／無料
●申　込／事前申込不要、当日先着順

昭和の歌をうたう会　アイドル編

演芸大会
●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２９日（月）　午前１０：００～午後４：３０
●費　用／無料
●申　込／当日自由観覧。どなたでもご覧になれます。

囲碁・将棋大会
●日　時／囲碁 １１月７日(水)、
　　　　　将棋 １１月１４日(水)　いずれも午前９：３０～
●費　用／無料　●申　込／囲碁・将棋とも１０月１８日（木）～１０月３１日（水）囲碁・将棋とも１０月１８日（木）～１０月３１日（水）

窓口のみで
受付


