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★各会場の様子はブログでも紹介しています  おひさまクラブ通信  で検索!
★会場でお手伝いいただくボランティアさんの募集も随時行っております

【定員】 各会場おおよそ20名
　　　　（応募多数の場合は抽選となります）

【費用】 無料（ただし、材料費が必要な場合はご負担いただきます）
【申込】 令和２年２月１０日（月）～令和２年２月２８日（金）
期間中に熱田区社会福祉協議会までお問合せ下さい
※申し込みは本人に限ります（ただし、定員に満たない場合は引き続き申し込み可能です）

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

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。

【
会
場
及
び
時
間
】

曜日 午前９：４５～午前１１：４５ 午後１：３０～午後３：３０

月曜日

木曜日

金曜日

火曜日

高蔵コミュニティセンター

大宝コミュニティセンター

白鳥コミュニティセンター

野立コミュニティセンター

熱田区在宅サービスセンター

千年コミュニティセンター

旗屋コミュニティセンター

船方コミュニティセンター

親子でふれあいの時間を楽しみましょう！
ベビータイム　～ベビーマッサージ＆ママビクス～

●日　時／3月1日(日)　午前10：30～11：30
●対　象／3～9か月の乳児と保護者　15組
●申　込／2月22日(土)　午前10時～

電話申込可
先着順

親子で楽しく遊べるプログラムがいっぱい！
チルドレンタイム

●日　時／毎週水曜日　午前10：00～11：00
　　　　　3月4日「運動あそび」　11日「おもちゃ図書館」
●対　象／未就園児と保護者　　　※「おもちゃ図書館」のみ12時まで開催！

当日自由参加
無料

児童館がおもちゃなどを持っておでかけします！楽しい
プログラムいっぱいなのでぜひ遊びに来てください☆
●日　時／2月28日(金)　午前10：00～11：30
●対　象／未就園児と保護者
●場　所／熱田区役所等複合施設　6階研修室　(熱田区神宮3-1-15)

おでかけあっちゃんin熱田区役所等複合施設

当日自由参加
無料

児童館が子どもだけの町に大変身！
みんなではたらいて楽しく遊ぼう☆

わくわくキッズタウン

●日　時／3月15日(日)　午前10：00～午後3：00
●対　象／小学生、中学生、高校生
               (保護者の方は入場できません)
※当日の状況により、入場制限を行う場合があります。

当日自由参加
無料

当日自由参加
無料

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆
●日　時／3月24日(火)　午後2：00～3：00
●対　象／幼児(保護者同伴)、小学生
※年中～小学生低学年向けの内容です。

おはなし会

電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０　３月１８日
●講　師／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

●日　時／３月６日（金）　午後１：３０～３：００　
●講　師／三輪富代氏　●定　員／３０名　
●費　用／無料　●持　物／折り紙、のり、はさみ
●申　込／２月７日（金）午前９：３０～

折り紙倶楽部３月

電話または
窓口へ、先着順

げんき体操
●日　時／３月９日（月）　午前１０：００～１１：３０　●講　師／横川珠姫氏
●費　用／無料　●定　員／７０名
●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）、上靴
●申　込／２月２６日（水）午前８：４５～入場券配布

善意の灯 （令和元年９月１日
～１２月３１日受付分）

皆さまからいただいたご寄付は、
熱田区の地域福祉の
推進に役立たせていただきます。
ありがとうございました。

▲熱田区女性協議会
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。

●日　時／３月１４（土）　午後2：00～3：30
●定　員／約１２０名
●費　用／無料

KOHARU亭兄弟の「落語じゃなくて落語の会」

事前申込不要、
当日先着順

事前申込不要、
当日先着順

認知症予防クラブ
脳トレプリントと体操を皆さんで楽しみましょう。
●日　時／３月２３日（月）　午後１：３０～３：００
●定　員／約３８名　
●費　用／無料
●持　物／汗拭きタオル、飲み物（水分補給）

認知症予防教室「のびやかクラブ」
認知症予防に効果的といわれている運動（コグニサイズ）、体操、回想
法、音楽、折り紙、工作など、毎週内容を変えて実施。
●対　象／市内在住の６５歳以上の方
●日　時／令和2年４月～９月　午前10：００～12：00　
　　　　　①火曜②水曜③木曜のいずれか１クラス
●定　員／1クラス１２名　応募多数の場合は、公開抽選
●費　用／無料
●申込期間／２月１２日（水）～２月２９日（土）申込書に記入の上、窓口へ提出

認知症予防リーダー養成講座受講生募集
自分のため、地域のために認知症について知り、予防のための運動や
回想法を学びましょう！
●対　象／市内在住の６０歳以上の方
●日　時／令和2年４月～５月、原則　午後１：３０～３：３０
　　　　　上記の館内講座５回＋他外部研修３回
●申　込／２月１２日（水）～窓口のみで受付　
●定　員／先着５名
※詳細は、熱田福祉会館職員までお尋ねください。

おひさまクラブおひさまクラブ
名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

住み慣れた地域の会場で、体操・講座などを行い、
はつらつと生活するきっかけづくりをします。

内  容 市内在住の６５歳以上の方
（会場までご自分で来られる方）

対  象

令和２年４月～９月の６ヶ月間（毎週１回）　※年間で２期実施します。（次期は１０月～翌年３月まで）参加期間

参加者募集！参加者募集！

ぽこあぽこによる人形劇をみよう☆
●日　時／3月7日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子、小学生
※乳幼児～小学生低学年向けの内容です。

人形劇をみよう

当日自由参加
無料

オンチ大集合
なつかしの童謡、唱歌をみんなで歌いましょう!
●日　時／３月１７日（火）　午後１：３０～３：００　●講　師／神谷佳代子氏
●費　用／無料　●定　員／約１２０名
●申　込／３月11日（水）午前８：４５～入場券配布

●株式会社餅文総本店 様
●株式会社ジンキャスト 様
●株式会社メイナン 様　
●株式会社大和建設 様　
●名古屋市場運輸株式会社 様

●NPO法人ひだまりの和 様
●中北薬品株式会社天白支店 様
●和衣和衣倶楽部 様
●ACOⅡ 様
●手作りバッグリフォーム同好会 様

●熱田鯱城会 様
●熱田区女性協議会 様
●熱田法人会 様
●匿名３件

ちぎり
絵

社会
見学

健康
体操
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第４次地域福祉活動計画の取り組み 熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

いきいき支援センターでは認知症に関する相談窓口だけでなく、認知症家族教室、
家族サロン、もの忘れ相談医による専門相談も実施しています。認知症に関する
お困りごとがありましたら、ご相談ください。

熱田区いきいき支援センター　TEL:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-1155ご相談・お申し込み等窓口

熱田区いきいき支援センター分室　TEL:６82-2522　ＦＡＸ:682-2505

令和2年1月から認知症カフェが新たにひとつ増えて、11カ所になり
ます。新たに増えた「あい愛カフェ」は、あいち福祉医療専門学校の
生徒が中心となって運営する認知症カフェです。
認知症カフェは認知症のご本人やそのご家族だけでなく、誰でも参加できる地域の
居場所です。認知症について学び、相談できる認知症カフェにぜひ遊びにきてくださ
い。（詳細は、いきいき支援センターまでお問い合わせください。）

熱田区社会福祉協議会では、第４次熱田区地域福祉活動計画において、「ぬくといつながり」
のあるまちづくり目指し、３つのアプローチの視点でさまざまな取り組みを行っています。

令和元年９月、熱田区内でボッチャ活動をしてい
るグループに集まっていただき顔合わせ会を行い
ました。自己紹介とボッチャに関する活動等の情
報交換を行い、ボッチャボランティアネットワーク
「通称：あつたボッチャ部」が立ち上がりました。

①ダブルケア支援事業

②生活支援部会の開催

地域から孤立し
生活の課題が深刻に
ならないように行政や
福祉サービスを
活用していきます。

地域で支える課題を
共有することによって、
支え合いの土壌を育成します。

育児と介護等
さまざまなケ
アが２つ以上
重なるダブル
ケアの問題に
対して様々な
方面からの支
援を検討しま
す。

「活かす」

①児童館
「ボッチャで遊ぼう～みんなで学ぶ地域共生～」

これまでもあった
既存の活動や
新たに必要な活動を、
人とのつながり等を
活かしながら
進めていきます。

中学生、障害
のある方、地
域の方が参
加し、学習と
ボッチャでの
交流を通じ
て地域共生
の理解を図
る取り組み
です。

②ひびの健やかフェスティバル【11月17日（日）】

健康と多世代交流
をテーマにした地域
の住民や事業所・
大学等による地域
密着型イベント。
日比野商店街秋祭
りとコラボして、スタンプラ
リーやはいかい模擬訓練、
赤い羽根共同募金を実施し
ました。

～ぬくといつながりのあるまちの育て方を考えよう～

3月1日（日）　午前10：00～12：00
名古屋学院大学　
名古屋キャンパスたいほう　
コミュニティ・リンク
（大宝二丁目4番45号）
50名　　　　　無料
2月25日（火）までに
熱田区社会福祉協議会 TEL 671-2875

日 時

場 所

参加費定 員

申 込
※写真は昨年度のもの

ボッチャ交流会ボッチャ交流会第 ３ 回第 ３ 回

1

「組み合わせる」 「育む」

学　区 名　称 開催日時・参加費 開催場所

高蔵

高蔵

旗屋

白鳥

白鳥

船方

船方

船方

船方

大宝

大宝

第2日曜　午前10：00～12：00
参加費200円

不定期　午後１：30～４：00（原則）
参加費200円

第3木曜　午後１：30～３：30
参加費100円

第2木曜　午前9：30～11：30
参加費200円

第4水曜　午前9：00～12：00
参加費150円

第3日曜　午前10：00～12：00
参加費200円

第2水曜　午後２：00～４：00
参加費100円

第2火曜　午前10：00～12：00
参加費300円

第3水曜　午後１：00～３：00
参加費100円

第4木曜　午後２：00～４：00
参加費100円

第1水曜　午前10：00～11：30
参加費無料

介護老人保健施設かなやま
（桜田町9－3）

あいち医療福祉専門学校
（金山町1－7－13）

よってたも～れ熱田
（六野2－6 神宮東パークハイツ16号棟１階）

えびすケアプラン
（花表町18－8　3階）

複合介護施設アウラ神宮南
（神戸町603）

デイサービスセンターろくばん
（六番1－2－15）

オーネスト熱田の杜
（二番1－5－8）

くらしのセンター4階
（六番2－16－19）

ケアプランささゆり
（一番2－25－5）

オーネストひびの大宝
（大宝1－1－3）

大宝コミュニティセンター
（大宝4－7－22）

かなやまカフェ

あい愛カフェ

杜の仲間たち
熱田カフェ

きりんカフェ

アウラカフェ

カフェ ド・ろくちゃん

あったカフェ

くらしのセンターカフェ
ぬくもり

ささゆりカフェ

大宝（たから）カフェ

カフェ・たいほう

認知症カフェが11カ所になりました！
この旗が
目印です！

今回のボッチャ交流会は、名古屋青年会議所会員の日東高圧㈱鈴木様のご協力のもと熱田区内
の企業５社【㈱餅文総本店、㈱ジンキャスト、㈱メイナン、㈱大和建設、名古屋市場運輸㈱】様と、昨
年同様、中北薬品㈱天白支店様より協賛していただきました。ありがとうございました。

　参加者50名（ロコモ
予防大使、熱田高校、
熱田区体育協会、熱田
区基幹相談支援セン
ター、地域貢献企業）
にボッチャ部１５名、各
種団体のみなさんが
初参加され、笑顔あふ
れる交流会になりまし
た。「交流会で出会った方の施設でボランティアをします」と、うれしい報告も届いています。
　第３次地域福祉活動計画の中の１つの目標である“仲間を地域へつなぐ「はしわたし」の場をつくるこ
と”は途切れることなく「あつたボッチャ部」に大切に受け継がれています。

「つながりあったかいぎ」の開催

「つながりあったかいぎ」は、熱田区の福祉やコミュニティのあり方に
ついて、みんなで考える機会を提供します。これからの地域づくりに
ついて意見交換しませんか。楽しい音楽演奏もあります♫

共催：ひびのファミリア、スマイルリンク、名古屋学院大学玉川・山下ゼミ
協力：熱田区社会福祉協議会

■令和元年１０月１９日
　主催：ボッチャボランティアグループ「ひまわり」
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区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道609点、ポスター314点の
ご応募をいただきました。素敵な作品をありがとうございました。

赤い羽根共同募金協力店様の紹介
今年もたくさんの皆さまに、あたたかいご寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

●大口寄付団体 ～法人・団体（２万円以上）～　（順不同）
・ 東邦ガス㈱・日本ガイシ㈱・愛知時計電機㈱・金光教熱田教会・㈱ヤマコン 熱田区共同募金委員会　

TEL 671-2875

書道の部
入賞作品

ポスターの部
入賞作品

伊藤 紗良さん
【県共募　佳作】
熱田区共同募金委員会長賞

白鳥小6年

小野 心丸知さん
【県共募　佳作】
熱田区長賞

沢上中1年 辻畑 花笑さん
【県共募　佳作】
熱田区社会福祉協議会長賞

旗屋小3年 坪井 博誠さん
【県共募　佳作】
審査員特別賞

日比野中3年

桃沢 麦隼さん
【県共募　佳作】
優秀賞

宮中3年 佐  々美紀さん
【県共募　佳作】
佳　作

船方小5年 大矢 世都さん
【県共募　佳作】
佳　作

野立小4年

垰村 優奈さん
【県共募　佳作】
熱田区共同募金委員会長賞

宮中2年

佐野 遥紀さん
【県共募　佳作】
審査員特別賞

沢上中2年津田 琴子さん
【県共募　佳作】
熱田区社会福祉協議会長賞

野立小5年大畑 茉央さん
【県共募　佳作】
熱田区長賞

大宝小6年

大畑 絢花さん
【県共募　佳作】
佳　作

大宝小3年植松 恵美さん
【県共募　佳作】
優秀賞

白鳥小6年 小嶋 日和さん
【県共募　佳作】
佳　作

宮中2年

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール

たくさんのご寄付をありがとうございます

●2019協力店 （順不同）
・橘
・JBC café
・飲み喰い処 叶
・イオンモール熱田
・イオン熱田店
・きよめ餅総本家（支店）
・きよめ餅総本家（本店）
・和食めん料理　川鉦本店
・パレマルシェ神宮店
・coffee house 1.2
・ニッコクトラスト

・カフェ･ラ・クレスト
・海人
・創作料理　豊盛
・有限会社ライフステージ
・おやこサロン　スマイルリンク
・ ＲＯＲＥＮ
・マイルポスト
・すぎもと接骨院 /はり・きゅう院
・サンハート薬局日比野店
・サンハート薬局金山店
・喫茶ほがらか

・補聴器センター
・アサイ薬局
・CAFÉ　SEAL
・スポーツクラブ＆スパルネッサンス
・あもり
・喫茶カリーナ
・みやこ
・名古屋熱田ライオンズクラブ
・きんせい
・喫茶ラブ
・小松屋　　　　　　　　

　他２件

有限会社ライフステージ 様

募金箱設置協力して
  いただける店舗さん大募集

問い
合わせ

第71回

他２件
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区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道609点、ポスター314点の
ご応募をいただきました。素敵な作品をありがとうございました。

赤い羽根共同募金協力店様の紹介
今年もたくさんの皆さまに、あたたかいご寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

●大口寄付団体 ～法人・団体（２万円以上）～　（順不同）
・ 東邦ガス㈱・日本ガイシ㈱・愛知時計電機㈱・金光教熱田教会・㈱ヤマコン 熱田区共同募金委員会　

TEL 671-2875

書道の部
入賞作品

ポスターの部
入賞作品

伊藤 紗良さん
【県共募　佳作】
熱田区共同募金委員会長賞

白鳥小6年

小野 心丸知さん
【県共募　佳作】
熱田区長賞

沢上中1年 辻畑 花笑さん
【県共募　佳作】
熱田区社会福祉協議会長賞

旗屋小3年 坪井 博誠さん
【県共募　佳作】
審査員特別賞

日比野中3年

桃沢 麦隼さん
【県共募　佳作】
優秀賞

宮中3年 佐  々美紀さん
【県共募　佳作】
佳　作

船方小5年 大矢 世都さん
【県共募　佳作】
佳　作

野立小4年

垰村 優奈さん
【県共募　佳作】
熱田区共同募金委員会長賞

宮中2年

佐野 遥紀さん
【県共募　佳作】
審査員特別賞

沢上中2年津田 琴子さん
【県共募　佳作】
熱田区社会福祉協議会長賞

野立小5年大畑 茉央さん
【県共募　佳作】
熱田区長賞

大宝小6年

大畑 絢花さん
【県共募　佳作】
佳　作

大宝小3年植松 恵美さん
【県共募　佳作】
優秀賞

白鳥小6年 小嶋 日和さん
【県共募　佳作】
佳　作

宮中2年

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール

たくさんのご寄付をありがとうございます

●2019協力店 （順不同）
・橘
・JBC café
・飲み喰い処 叶
・イオンモール熱田
・イオン熱田店
・きよめ餅総本家（支店）
・きよめ餅総本家（本店）
・和食めん料理　川鉦本店
・パレマルシェ神宮店
・coffee house 1.2
・ニッコクトラスト

・カフェ･ラ・クレスト
・海人
・創作料理　豊盛
・有限会社ライフステージ
・おやこサロン　スマイルリンク
・ ＲＯＲＥＮ
・マイルポスト
・すぎもと接骨院 /はり・きゅう院
・サンハート薬局日比野店
・サンハート薬局金山店
・喫茶ほがらか

・補聴器センター
・アサイ薬局
・CAFÉ　SEAL
・スポーツクラブ＆スパルネッサンス
・あもり
・喫茶カリーナ
・みやこ
・名古屋熱田ライオンズクラブ
・きんせい
・喫茶ラブ
・小松屋　　　　　　　　

　他２件

有限会社ライフステージ 様

募金箱設置協力して
  いただける店舗さん大募集

問い
合わせ

第71回

他２件
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第４次地域福祉活動計画の取り組み 熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

いきいき支援センターでは認知症に関する相談窓口だけでなく、認知症家族教室、
家族サロン、もの忘れ相談医による専門相談も実施しています。認知症に関する
お困りごとがありましたら、ご相談ください。

熱田区いきいき支援センター　TEL:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-1155ご相談・お申し込み等窓口

熱田区いきいき支援センター分室　TEL:６82-2522　ＦＡＸ:682-2505

令和2年1月から認知症カフェが新たにひとつ増えて、11カ所になり
ます。新たに増えた「あい愛カフェ」は、あいち福祉医療専門学校の
生徒が中心となって運営する認知症カフェです。
認知症カフェは認知症のご本人やそのご家族だけでなく、誰でも参加できる地域の
居場所です。認知症について学び、相談できる認知症カフェにぜひ遊びにきてくださ
い。（詳細は、いきいき支援センターまでお問い合わせください。）

熱田区社会福祉協議会では、第４次熱田区地域福祉活動計画において、「ぬくといつながり」
のあるまちづくり目指し、３つのアプローチの視点でさまざまな取り組みを行っています。

令和元年９月、熱田区内でボッチャ活動をしてい
るグループに集まっていただき顔合わせ会を行い
ました。自己紹介とボッチャに関する活動等の情
報交換を行い、ボッチャボランティアネットワーク
「通称：あつたボッチャ部」が立ち上がりました。

①ダブルケア支援事業

②生活支援部会の開催

地域から孤立し
生活の課題が深刻に
ならないように行政や
福祉サービスを
活用していきます。

地域で支える課題を
共有することによって、
支え合いの土壌を育成します。

育児と介護等
さまざまなケ
アが２つ以上
重なるダブル
ケアの問題に
対して様々な
方面からの支
援を検討しま
す。

「活かす」

①児童館
「ボッチャで遊ぼう～みんなで学ぶ地域共生～」

これまでもあった
既存の活動や
新たに必要な活動を、
人とのつながり等を
活かしながら
進めていきます。

中学生、障害
のある方、地
域の方が参
加し、学習と
ボッチャでの
交流を通じ
て地域共生
の理解を図
る取り組み
です。

②ひびの健やかフェスティバル【11月17日（日）】

健康と多世代交流
をテーマにした地域
の住民や事業所・
大学等による地域
密着型イベント。
日比野商店街秋祭
りとコラボして、スタンプラ
リーやはいかい模擬訓練、
赤い羽根共同募金を実施し
ました。

～ぬくといつながりのあるまちの育て方を考えよう～

3月1日（日）　午前10：00～12：00
名古屋学院大学　
名古屋キャンパスたいほう　
コミュニティ・リンク
（大宝二丁目4番45号）
50名　　　　　無料
2月25日（火）までに
熱田区社会福祉協議会 TEL 671-2875

日 時

場 所

参加費定 員

申 込
※写真は昨年度のもの

ボッチャ交流会ボッチャ交流会第 ３ 回第 ３ 回

1

「組み合わせる」 「育む」

学　区 名　称 開催日時・参加費 開催場所

高蔵

高蔵

旗屋

白鳥

白鳥

船方

船方

船方

船方

大宝

大宝

第2日曜　午前10：00～12：00
参加費200円

不定期　午後１：30～４：00（原則）
参加費200円

第3木曜　午後１：30～３：30
参加費100円

第2木曜　午前9：30～11：30
参加費200円

第4水曜　午前9：00～12：00
参加費150円

第3日曜　午前10：00～12：00
参加費200円

第2水曜　午後２：00～４：00
参加費100円

第2火曜　午前10：00～12：00
参加費300円

第3水曜　午後１：00～３：00
参加費100円

第4木曜　午後２：00～４：00
参加費100円

第1水曜　午前10：00～11：30
参加費無料

介護老人保健施設かなやま
（桜田町9－3）

あいち医療福祉専門学校
（金山町1－7－13）

よってたも～れ熱田
（六野2－6 神宮東パークハイツ16号棟１階）

えびすケアプラン
（花表町18－8　3階）

複合介護施設アウラ神宮南
（神戸町603）

デイサービスセンターろくばん
（六番1－2－15）

オーネスト熱田の杜
（二番1－5－8）

くらしのセンター4階
（六番2－16－19）

ケアプランささゆり
（一番2－25－5）

オーネストひびの大宝
（大宝1－1－3）

大宝コミュニティセンター
（大宝4－7－22）

かなやまカフェ

あい愛カフェ

杜の仲間たち
熱田カフェ

きりんカフェ

アウラカフェ

カフェ ド・ろくちゃん

あったカフェ

くらしのセンターカフェ
ぬくもり

ささゆりカフェ

大宝（たから）カフェ

カフェ・たいほう

認知症カフェが11カ所になりました！
この旗が
目印です！

今回のボッチャ交流会は、名古屋青年会議所会員の日東高圧㈱鈴木様のご協力のもと熱田区内
の企業５社【㈱餅文総本店、㈱ジンキャスト、㈱メイナン、㈱大和建設、名古屋市場運輸㈱】様と、昨
年同様、中北薬品㈱天白支店様より協賛していただきました。ありがとうございました。

　参加者50名（ロコモ
予防大使、熱田高校、
熱田区体育協会、熱田
区基幹相談支援セン
ター、地域貢献企業）
にボッチャ部１５名、各
種団体のみなさんが
初参加され、笑顔あふ
れる交流会になりまし
た。「交流会で出会った方の施設でボランティアをします」と、うれしい報告も届いています。
　第３次地域福祉活動計画の中の１つの目標である“仲間を地域へつなぐ「はしわたし」の場をつくるこ
と”は途切れることなく「あつたボッチャ部」に大切に受け継がれています。

「つながりあったかいぎ」の開催

「つながりあったかいぎ」は、熱田区の福祉やコミュニティのあり方に
ついて、みんなで考える機会を提供します。これからの地域づくりに
ついて意見交換しませんか。楽しい音楽演奏もあります♫

共催：ひびのファミリア、スマイルリンク、名古屋学院大学玉川・山下ゼミ
協力：熱田区社会福祉協議会

■令和元年１０月１９日
　主催：ボッチャボランティアグループ「ひまわり」
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健康づくりサロン

熱田鯱城会３０周年記念式典が行われました

● 場所：神宮東パークハイツ９号棟・集会所
● 内容：健康体操、茶話会
● 対象：どなたでも
● 参加費：１００円

「毎回体操しています。体がポカポカになります」と参加者さんから一言。
茶話会では巡回バスの話など地域の情報で盛り上がっていました。

　みなさん、「熱田鯱城会」をご存知ですか。
　令和元年１２月、名古屋市高年大学 鯱城学園卒業生（熱田区内在住）から構成され
る熱田鯱城会が３０周年を迎え記念式典が行われました。
　現在、熱田鯱城会の主な取り組みとして高齢者施設（デイサービスセンター）・高齢
者サロン・熱田区民まつりや熱田区一斉クリーンキャンペーン・道路清掃奉仕活動・名
古屋ウィメンズマラソンなど多岐にわたって地域の福祉のために活動されています。
　お忙しい中、今年度は国際会議場で行われた「きょうされん」全国大会の運営や名フィル福祉コンサートの運営にもボランティアと
してご尽力いただきました。
　ボランティア活動だけでなく、熱田鯱城会では様々な同好会【ゴルフ、グラウンドゴルフ、麻雀、Ｍ＆Ｌ（映画とランチ）、歌声会、ハイ
キング】等も活発に行われ、みなさん笑顔で健康的に楽しまれています。
　毎年、絵馬や土鈴を作り生涯学習センターまつり等で販売した売り上げや、物品を熱田区の地域福祉のためにご寄付いただいてい
ます。ありがとうございます。

寝具クリーニング
サービスを
実施しました！

賛助会費還元事業

区内にお住まいで
布団を干すことが困難な
要支援・要介護認定を
受けている６５歳以上
のみの世帯が対象

賛助会員
（福祉サポーター）
募集

熱田区社会福祉協議会では、「誰もが安心して暮
らせるあたたかいまちづくり」を進めるため賛助
会員（福祉サポーター）を募集しています。あな
たも熱田区の福祉活動応援団として福祉サポー
ターになりませんか。

法人・団体会員

個人会員　　

会
　費

一口 10,000円
一口 1,000円

賛助会費を所定の振込用紙にて
お振込みいただくか、本会までご持参ください。

　毎年大好評のこのサービスは、本会賛助会員
（福祉サポーター）の会費で実施しております。
　今年度も、ご協力いただきました浄財によ
り、６８名の方にふかふかのお布団をお届け
できました。きれいになったお布団で、お正月
をお過ごしいただけたと思います。
ありがとうござ
いました。

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

きれい！

ふかふかに

なったね！

オープン
令和元年５月

熱田区社会福祉協議会では区内のサロン支援を行っています。
お気軽にご相談ください。【☎６７１－２８７５】

04-FUKUSHI ATSUTA



第４次地域福祉活動計画の取り組み 熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

いきいき支援センターでは認知症に関する相談窓口だけでなく、認知症家族教室、
家族サロン、もの忘れ相談医による専門相談も実施しています。認知症に関する
お困りごとがありましたら、ご相談ください。

熱田区いきいき支援センター　TEL:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-1155ご相談・お申し込み等窓口

熱田区いきいき支援センター分室　TEL:６82-2522　ＦＡＸ:682-2505

令和2年1月から認知症カフェが新たにひとつ増えて、11カ所になり
ます。新たに増えた「あい愛カフェ」は、あいち福祉医療専門学校の
生徒が中心となって運営する認知症カフェです。
認知症カフェは認知症のご本人やそのご家族だけでなく、誰でも参加できる地域の
居場所です。認知症について学び、相談できる認知症カフェにぜひ遊びにきてくださ
い。（詳細は、いきいき支援センターまでお問い合わせください。）

熱田区社会福祉協議会では、第４次熱田区地域福祉活動計画において、「ぬくといつながり」
のあるまちづくり目指し、３つのアプローチの視点でさまざまな取り組みを行っています。

令和元年９月、熱田区内でボッチャ活動をしてい
るグループに集まっていただき顔合わせ会を行い
ました。自己紹介とボッチャに関する活動等の情
報交換を行い、ボッチャボランティアネットワーク
「通称：あつたボッチャ部」が立ち上がりました。

①ダブルケア支援事業

②生活支援部会の開催

地域から孤立し
生活の課題が深刻に
ならないように行政や
福祉サービスを
活用していきます。

地域で支える課題を
共有することによって、
支え合いの土壌を育成します。

育児と介護等
さまざまなケ
アが２つ以上
重なるダブル
ケアの問題に
対して様々な
方面からの支
援を検討しま
す。

「活かす」

①児童館
「ボッチャで遊ぼう～みんなで学ぶ地域共生～」

これまでもあった
既存の活動や
新たに必要な活動を、
人とのつながり等を
活かしながら
進めていきます。

中学生、障害
のある方、地
域の方が参
加し、学習と
ボッチャでの
交流を通じ
て地域共生
の理解を図
る取り組み
です。

②ひびの健やかフェスティバル【11月17日（日）】

健康と多世代交流
をテーマにした地域
の住民や事業所・
大学等による地域
密着型イベント。
日比野商店街秋祭
りとコラボして、スタンプラ
リーやはいかい模擬訓練、
赤い羽根共同募金を実施し
ました。

～ぬくといつながりのあるまちの育て方を考えよう～

3月1日（日）　午前10：00～12：00
名古屋学院大学　
名古屋キャンパスたいほう　
コミュニティ・リンク
（大宝二丁目4番45号）
50名　　　　　無料
2月25日（火）までに
熱田区社会福祉協議会 TEL 671-2875

日 時

場 所

参加費定 員

申 込
※写真は昨年度のもの

ボッチャ交流会ボッチャ交流会第 ３ 回第 ３ 回

1

「組み合わせる」 「育む」

学　区 名　称 開催日時・参加費 開催場所

高蔵

高蔵

旗屋

白鳥

白鳥

船方

船方

船方

船方

大宝

大宝

第2日曜　午前10：00～12：00
参加費200円

不定期　午後１：30～４：00（原則）
参加費200円

第3木曜　午後１：30～３：30
参加費100円

第2木曜　午前9：30～11：30
参加費200円

第4水曜　午前9：00～12：00
参加費150円

第3日曜　午前10：00～12：00
参加費200円

第2水曜　午後２：00～４：00
参加費100円

第2火曜　午前10：00～12：00
参加費300円

第3水曜　午後１：00～３：00
参加費100円

第4木曜　午後２：00～４：00
参加費100円

第1水曜　午前10：00～11：30
参加費無料

介護老人保健施設かなやま
（桜田町9－3）

あいち医療福祉専門学校
（金山町1－7－13）

よってたも～れ熱田
（六野2－6 神宮東パークハイツ16号棟１階）

えびすケアプラン
（花表町18－8　3階）

複合介護施設アウラ神宮南
（神戸町603）

デイサービスセンターろくばん
（六番1－2－15）

オーネスト熱田の杜
（二番1－5－8）

くらしのセンター4階
（六番2－16－19）

ケアプランささゆり
（一番2－25－5）

オーネストひびの大宝
（大宝1－1－3）

大宝コミュニティセンター
（大宝4－7－22）

かなやまカフェ

あい愛カフェ

杜の仲間たち
熱田カフェ

きりんカフェ

アウラカフェ

カフェ ド・ろくちゃん

あったカフェ

くらしのセンターカフェ
ぬくもり

ささゆりカフェ

大宝（たから）カフェ

カフェ・たいほう

認知症カフェが11カ所になりました！
この旗が
目印です！

今回のボッチャ交流会は、名古屋青年会議所会員の日東高圧㈱鈴木様のご協力のもと熱田区内
の企業５社【㈱餅文総本店、㈱ジンキャスト、㈱メイナン、㈱大和建設、名古屋市場運輸㈱】様と、昨
年同様、中北薬品㈱天白支店様より協賛していただきました。ありがとうございました。

　参加者50名（ロコモ
予防大使、熱田高校、
熱田区体育協会、熱田
区基幹相談支援セン
ター、地域貢献企業）
にボッチャ部１５名、各
種団体のみなさんが
初参加され、笑顔あふ
れる交流会になりまし
た。「交流会で出会った方の施設でボランティアをします」と、うれしい報告も届いています。
　第３次地域福祉活動計画の中の１つの目標である“仲間を地域へつなぐ「はしわたし」の場をつくるこ
と”は途切れることなく「あつたボッチャ部」に大切に受け継がれています。

「つながりあったかいぎ」の開催

「つながりあったかいぎ」は、熱田区の福祉やコミュニティのあり方に
ついて、みんなで考える機会を提供します。これからの地域づくりに
ついて意見交換しませんか。楽しい音楽演奏もあります♫

共催：ひびのファミリア、スマイルリンク、名古屋学院大学玉川・山下ゼミ
協力：熱田区社会福祉協議会

■令和元年１０月１９日
　主催：ボッチャボランティアグループ「ひまわり」
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健康づくりサロン

熱田鯱城会３０周年記念式典が行われました

● 場所：神宮東パークハイツ９号棟・集会所
● 内容：健康体操、茶話会
● 対象：どなたでも
● 参加費：１００円

「毎回体操しています。体がポカポカになります」と参加者さんから一言。
茶話会では巡回バスの話など地域の情報で盛り上がっていました。

　みなさん、「熱田鯱城会」をご存知ですか。
　令和元年１２月、名古屋市高年大学 鯱城学園卒業生（熱田区内在住）から構成され
る熱田鯱城会が３０周年を迎え記念式典が行われました。
　現在、熱田鯱城会の主な取り組みとして高齢者施設（デイサービスセンター）・高齢
者サロン・熱田区民まつりや熱田区一斉クリーンキャンペーン・道路清掃奉仕活動・名
古屋ウィメンズマラソンなど多岐にわたって地域の福祉のために活動されています。
　お忙しい中、今年度は国際会議場で行われた「きょうされん」全国大会の運営や名フィル福祉コンサートの運営にもボランティアと
してご尽力いただきました。
　ボランティア活動だけでなく、熱田鯱城会では様々な同好会【ゴルフ、グラウンドゴルフ、麻雀、Ｍ＆Ｌ（映画とランチ）、歌声会、ハイ
キング】等も活発に行われ、みなさん笑顔で健康的に楽しまれています。
　毎年、絵馬や土鈴を作り生涯学習センターまつり等で販売した売り上げや、物品を熱田区の地域福祉のためにご寄付いただいてい
ます。ありがとうございます。

寝具クリーニング
サービスを
実施しました！

賛助会費還元事業

区内にお住まいで
布団を干すことが困難な
要支援・要介護認定を
受けている６５歳以上
のみの世帯が対象

賛助会員
（福祉サポーター）
募集

熱田区社会福祉協議会では、「誰もが安心して暮
らせるあたたかいまちづくり」を進めるため賛助
会員（福祉サポーター）を募集しています。あな
たも熱田区の福祉活動応援団として福祉サポー
ターになりませんか。

法人・団体会員

個人会員　　

会
　費

一口 10,000円
一口 1,000円

賛助会費を所定の振込用紙にて
お振込みいただくか、本会までご持参ください。

　毎年大好評のこのサービスは、本会賛助会員
（福祉サポーター）の会費で実施しております。
　今年度も、ご協力いただきました浄財によ
り、６８名の方にふかふかのお布団をお届け
できました。きれいになったお布団で、お正月
をお過ごしいただけたと思います。
ありがとうござ
いました。

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

きれい！

ふかふかに

なったね！

オープン
令和元年５月

熱田区社会福祉協議会では区内のサロン支援を行っています。
お気軽にご相談ください。【☎６７１－２８７５】
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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。

F U K U S H I  A T S U T A

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://www.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。

★各会場の様子はブログでも紹介しています  おひさまクラブ通信  で検索!
★会場でお手伝いいただくボランティアさんの募集も随時行っております

【定員】 各会場おおよそ20名
　　　　（応募多数の場合は抽選となります）

【費用】 無料（ただし、材料費が必要な場合はご負担いただきます）
【申込】 令和２年２月１０日（月）～令和２年２月２８日（金）
期間中に熱田区社会福祉協議会までお問合せ下さい
※申し込みは本人に限ります（ただし、定員に満たない場合は引き続き申し込み可能です）

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

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。

【
会
場
及
び
時
間
】

曜日 午前９：４５～午前１１：４５ 午後１：３０～午後３：３０

月曜日

木曜日

金曜日

火曜日

高蔵コミュニティセンター

大宝コミュニティセンター

白鳥コミュニティセンター

野立コミュニティセンター

熱田区在宅サービスセンター

千年コミュニティセンター

旗屋コミュニティセンター

船方コミュニティセンター

親子でふれあいの時間を楽しみましょう！
ベビータイム　～ベビーマッサージ＆ママビクス～

●日　時／3月1日(日)　午前10：30～11：30
●対　象／3～9か月の乳児と保護者　15組
●申　込／2月22日(土)　午前10時～

電話申込可
先着順

親子で楽しく遊べるプログラムがいっぱい！
チルドレンタイム

●日　時／毎週水曜日　午前10：00～11：00
　　　　　3月4日「運動あそび」　11日「おもちゃ図書館」
●対　象／未就園児と保護者　　　※「おもちゃ図書館」のみ12時まで開催！

当日自由参加
無料

児童館がおもちゃなどを持っておでかけします！楽しい
プログラムいっぱいなのでぜひ遊びに来てください☆
●日　時／2月28日(金)　午前10：00～11：30
●対　象／未就園児と保護者
●場　所／熱田区役所等複合施設　6階研修室　(熱田区神宮3-1-15)

おでかけあっちゃんin熱田区役所等複合施設

当日自由参加
無料

児童館が子どもだけの町に大変身！
みんなではたらいて楽しく遊ぼう☆

わくわくキッズタウン

●日　時／3月15日(日)　午前10：00～午後3：00
●対　象／小学生、中学生、高校生
               (保護者の方は入場できません)
※当日の状況により、入場制限を行う場合があります。

当日自由参加
無料

当日自由参加
無料

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆
●日　時／3月24日(火)　午後2：00～3：00
●対　象／幼児(保護者同伴)、小学生
※年中～小学生低学年向けの内容です。

おはなし会

電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０　３月１８日
●講　師／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

●日　時／３月６日（金）　午後１：３０～３：００　
●講　師／三輪富代氏　●定　員／３０名　
●費　用／無料　●持　物／折り紙、のり、はさみ
●申　込／２月７日（金）午前９：３０～

折り紙倶楽部３月

電話または
窓口へ、先着順

げんき体操
●日　時／３月９日（月）　午前１０：００～１１：３０　●講　師／横川珠姫氏
●費　用／無料　●定　員／７０名
●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）、上靴
●申　込／２月２６日（水）午前８：４５～入場券配布

善意の灯 （令和元年９月１日
～１２月３１日受付分）

皆さまからいただいたご寄付は、
熱田区の地域福祉の
推進に役立たせていただきます。
ありがとうございました。

▲熱田区女性協議会
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。

●日　時／３月１４（土）　午後2：00～3：30
●定　員／約１２０名
●費　用／無料

KOHARU亭兄弟の「落語じゃなくて落語の会」

事前申込不要、
当日先着順

事前申込不要、
当日先着順

認知症予防クラブ
脳トレプリントと体操を皆さんで楽しみましょう。
●日　時／３月２３日（月）　午後１：３０～３：００
●定　員／約３８名　
●費　用／無料
●持　物／汗拭きタオル、飲み物（水分補給）

認知症予防教室「のびやかクラブ」
認知症予防に効果的といわれている運動（コグニサイズ）、体操、回想
法、音楽、折り紙、工作など、毎週内容を変えて実施。
●対　象／市内在住の６５歳以上の方
●日　時／令和2年４月～９月　午前10：００～12：00　
　　　　　①火曜②水曜③木曜のいずれか１クラス
●定　員／1クラス１２名　応募多数の場合は、公開抽選
●費　用／無料
●申込期間／２月１２日（水）～２月２９日（土）申込書に記入の上、窓口へ提出

認知症予防リーダー養成講座受講生募集
自分のため、地域のために認知症について知り、予防のための運動や
回想法を学びましょう！
●対　象／市内在住の６０歳以上の方
●日　時／令和2年４月～５月、原則　午後１：３０～３：３０
　　　　　上記の館内講座５回＋他外部研修３回
●申　込／２月１２日（水）～窓口のみで受付　
●定　員／先着５名
※詳細は、熱田福祉会館職員までお尋ねください。

おひさまクラブおひさまクラブ
名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

住み慣れた地域の会場で、体操・講座などを行い、
はつらつと生活するきっかけづくりをします。

内  容 市内在住の６５歳以上の方
（会場までご自分で来られる方）

対  象

令和２年４月～９月の６ヶ月間（毎週１回）　※年間で２期実施します。（次期は１０月～翌年３月まで）参加期間

参加者募集！参加者募集！

ぽこあぽこによる人形劇をみよう☆
●日　時／3月7日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子、小学生
※乳幼児～小学生低学年向けの内容です。

人形劇をみよう

当日自由参加
無料

オンチ大集合
なつかしの童謡、唱歌をみんなで歌いましょう!
●日　時／３月１７日（火）　午後１：３０～３：００　●講　師／神谷佳代子氏
●費　用／無料　●定　員／約１２０名
●申　込／３月11日（水）午前８：４５～入場券配布

●株式会社餅文総本店 様
●株式会社ジンキャスト 様
●株式会社メイナン 様　
●株式会社大和建設 様　
●名古屋市場運輸株式会社 様

●NPO法人ひだまりの和 様
●中北薬品株式会社天白支店 様
●和衣和衣倶楽部 様
●ACOⅡ 様
●手作りバッグリフォーム同好会 様

●熱田鯱城会 様
●熱田区女性協議会 様
●熱田法人会 様
●匿名３件

ちぎり
絵

社会
見学

健康
体操
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