
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。

2021
2月号（年3回発行）
発行部数：3,550部74

福祉

回
覧

この広報紙は賛助会費で作成しました。

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

防災セミナー「3.11を忘れない」
東日本大震災から10年、節目に考える備えとは
●日　時／３月１１日（木）　午後1：３０～３：００
●講　師／熱田区役所防災担当職員ほか　●費　用／無料　●定　員／２０人
●申　込／２月２６日（金）　午前９：３０から電話で先着順

認知症予防クラブ
認知症予防リーダーと一緒に脳トレを楽しみましょう！
●日　時／３月１６日（火）　午後１：３０～２：３０
●費　用／無料　●定　員／各１５人　●持　物／飲み物（水分補給）
●申　込／３月１１日（木）　午前９：３０から電話で先着順

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

児童館をみんなでもっと楽しい場所にする
ために作戦会議をしよう☆

こども会議

●日　時／3月21日（日）　午後3：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生

児童館がおもちゃなどを持っておでかけし
ます！

おでかけあっちゃんin白鳥公園※雨天中止

●日　時／3月13日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／幼児（保護者同伴）、小学生、中学生、高校生

当日自由参加
無料

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

医師による健康相談
●日　時／３月１７日（水）　午後１：３０～２：３０
●担　当／熊澤和彦医師
●費　用／無料　●定　員／各５人（一人10分程度の相談）
●申　込／３月1２日（金）　午前９：３０から電話で先着順

認知症予防教室募集

認知症予防に効果的といわれている体操、回想法、音楽、折り紙、工
作など、毎週内容を変えて実施。

認知症予防教室「のびやかクラブ」

●日　時／令和３年４月～９月　１０時～正午
①火曜 ②水曜 ③木曜のいずれか１クラス

●対　象／市内在住で６５歳以上の方
●定　員／1クラス１２人
●参加費／無料
●申　込／２月１２日（金）から３月１日（月）までに窓口で申込書記入

（閉館中のみ電話受付、開館後に申込書記入）
定員を超えた場合は公開抽選。参加者本人の申込みに限る。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、開催日時、内容等が変更になる場合があります。

ボランティアのお兄さんお姉さんと遊ぼう！

●日　時／2月20日(土)　午後3：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生

あっちゃんタイム

折り紙の時間
●日　時／３月２日（火）午前９：３０～１１：００　●講　師／竹内ケイさん　●費　用／無料　
●定　員／１１人　●持　物／折り紙、のり、はさみ、カッター、クリップ　●申　込／２月２４日（水）午前９：３０から電話で先着順

げんき体操
げんきが湧く軽い体操をご一緒に！
●日　時／３月１日（月）　午前１０：００～１１：３０
●講　師／横川珠姫さん　●費　用／無料　
●定　員／３０人　●持　物／飲み物（水分補給）、上靴
●申　込／２月２２日（月）　午前９：３０から電話で先着順

　現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、みんなで集まって会食をすることは難
しい状況ですがそれぞれの学区で会食に代わるさまざまな取り組みが行われました。
　白鳥学区では感染予防対策を考え安全面を配慮して、昨年11月の給食会で保健セン
ターの保健師さんと管理栄養士さんから講話していただきました。
　保健師さんから、手洗いや正しくマスクを着用することなど感染予防対策がいろいろあ
る中でご自身の身体の免疫力を高めることも大切なこと、また管理栄養士さんからはバラ
ンスの良い食事についてわかりやすく説明していただきました。最後に、様々な食材を使い
栄養バランスのとれたお弁当を参加者さんにお持ち帰りいただきました。
　外出もままならない状況が続いていますが、給食会は高齢者にとって「適度な運動を伴う
貴重な外出の機会」となっています。

「疫病退散」

～ふれあい給食会～

地域を笑顔に！

お申込み・お問合わせ
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、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。

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。

（令和２年４月１日～１２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。

◀

熱田区女性協議会様

●名古屋ヤクルト販売株式会社　様
●清水　様
●赤津機械株式会社　様
●中田　俊夫　様
●ユニー株式会社　小さな善意で大きな愛の輪運動　
　ピアゴラフーズコア神野店　様
●明治安田生命保険相互会社　名古屋南支社　様

●名古屋熱田ライオンズクラブ　様
●伊藤　茂美　様
●熱田区女性協議会　様
●熱田鯱城会　様
●広瀬　美佳　様
●熱田史跡ガイドの会　様
●匿名　４件

※今号に記載された内容等については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変更（行事の中止または延期等）となる場合があります。詳細は各お問合わせ先までお尋ねください。

明治安田生命様ご寄付
令和２年８月２０日、明治安田生命南支社様から「私の地元応援募金」として寄付金の贈呈式が開催されました。最
初に名古屋南支社長から挨拶があり、「企業ビジョン『みんなの健活プロジェクト』を2019年からスタートし、今回
はコロナを克服してもらいたいとの思いで、４４，０００人の社員で募金しようというものです。その結果、全国で１,２
００団体から５億を超える寄付金が集まりました。この募金はぜひ新型コロナウイルス対策金として使ってもらいた
いです。皆様の事業も思うように進んでいないかもしれませんが、こういうときを乗り越えて地元を強くするため
に応援したいと思います。地元に何ができるかを一生懸命考えたいです。」とおっしゃられました。本会事務局長が
謝意を表し、「今回の募金は困窮した子どものいる世帯のために使いたい」と述べました。 明治安田生命保険相互会社名古屋南支社様

大宝学区
ボランティアさんの作品

87才熱田区最高齢
ボランティアさんの川柳
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子ども食堂
なかよしごはん

「なかよしごはん」の活動を紹介します
　平成２８年４月に子ども食堂を始めて以来、のべ8,000名以上の方々にご参
加頂きました。美味しい、嬉しい、楽しいをモットーに、子ども達や保護者の
皆さんがホッと出来る日常の空間作りを目指しています。
　昨年の緊急事態宣言以降、通常通りの活動が行えない期間中、お弁当配布
を始めました。2,000食を越えるお弁当配布を行い、保護者の方と話をするこ
とで、今悩んでいることや困っていること、そして、今、なかよしごはんがで
きる事が見えてきました。
　子育て講座、生け花教室、学習支援の開催も始めました。みんなで子育て
中の笑顔を増やしましょう。

子ども食堂｢なかよしごはん｣～栄養満点！心も体もポカポカに～
毎月7・17・27日の午後5:30 ～ 7:00
●対　象／幼児～中学生　※保護者の方もどうぞお越し下さい。（※幼児は必ず兄弟か大人といっしょに）
●参加費／大人（高校生含む）300円･幼児から中学生100円

※食事の必要の無いお子さんは申込みの際に教えて下さい。現在1日30食、事前予約制です。

｢SS式イライラしない子育て講座｣～子育て中のお父さん、お母さん必見！～
緊急事態宣言の中、お弁当を配る中で子育てのことで悩んでいる方が大勢おられることを知りました。
すこしでも、子育てのイライラが減ってくれたら…という思いから 月に2回 子育て講座を始めました。

｢なかよし勉強会｣～サポート先生がていねいに教えてくれます！～
学校の勉強や宿題の内容が1人では進まなくて困っているお子さん、いませんか？
｢なかよし勉強会｣は学校の宿題などをサポート先生と一緒に勉強します。
※学習塾ではありません。全体授業のような形式ではなくて、お子さん一人一人の学力に合わせて、サポート先生と一緒に宿題を理解しながら解いていきます。
※参加いただく前に面接をさせていただきます。

●対　象／小学生～中学生　●定　員／各会10名
●持ち物／会費100円（昼食有無に関わらず）、分からない科目の勉強道具、宿題、筆記用具

☆この活動は『赤い羽根共同募金』
　の助成を頂いて行っています。

☆この活動は『赤い羽根共同募金』
　の助成を頂いて行っています。

～コロナ禍に配ったお弁当は2,000食越え～

熱田区で唯一の子ども食堂 　昨年9月1日熱田区在宅サービスセンター研修室
に、小学生・中学生の居場所づくり、学習支援、食
糧支援などの活動者が集いました。
　今回で、2回目となるこの情報交換会は、8つの団
体が参加しています。
　特に支援が必要な世帯については、各団体が役割
分担し、チームでサポートもしています。

　ふれあいいきいきサロンとは、地域住民のみなさ

まが、健康づくり・生きがいづくり・仲間づくり等

のために企画・運営されている地域交流の場です。

　ぜひおでかけください。

【構成団体：8団体】あすなろクラブ（想念寺）／ポトスの部屋（NPO法人）／
子ども食堂「なかよしごはん」（ボランティアグループ）　※P２参照／
Man to Man Passo（株式会社）／熱田児童館／
なごや子ども応援委員会（スクールソーシャルワーカー）／熱田区役所民生子ども課／
熱田区社会福祉協議会

ふれあいいきいき
サロンのご紹介

新規オープン

くれよん

ペタグラサロン

コロナ禍でわたしたちが
できることを考える

～熱田区子どもの居場所づくり関係者連絡会～

なかよしごはん 052-651-0924お問合わせ

なかよしごはんを始めてから沢山の方々との繋がりができました。
活動に賛同してご寄付下さる方、｢なにかできる事があれば｣とボランティアに来て下さ
る方、そして｢美味しい！｣｢ごちそうさま！｣｢ありがとう！｣と笑顔を見せてくれる参加者
の方々…。どれも私達にとって嬉しい元気の源です。
ボランティアの私達の方こそ幸せを頂いているのだと思います。
人と人とが触れあうことからあたたかい化学反応が発生しているなと感じています。
コロナ禍でも、活動を継続できているのは地域の皆様の暖かいご支援のお陰です。
誠にありがとうございます。

お礼

コロナ対策！

マスクが
手薄の時期に
手作りマスクを
販売しました。

手洗い場を
設置

しました。
熱田区社会福祉協議会 ０５２－６７１－２８７５お問合わせ

悩みながら手探りで進めているのが現状。何が
正解なのかはわからないが、いまは、子どもた
ちの食を確保すること、食事マナー（「いただ
きます」「ごちそうさま」が言えるなど）が身に
つくこと、子どもたちの心も身体も元気であるこ
となど、わたしたちが子どもたちへの思い（願い）
を貫くことが大切。

コロナ禍だからこそ必要な子どもたちの支援を
感染拡大防止対策をしながらどこまでできるか？六番一丁目

六番南

地下鉄
２番出口

新型コロナウイルス感染拡大の影響で
お休みする場合もあります

●日　時／毎月第1･3水曜日　
午前10:00~11:30

●場　所／熱田生涯学習センター
2F和室

自宅で体操することはなかなか難し
いですが、サロンに来ればみんなで
楽しく体操ができます。
足腰の弱い方も参加しています。元
気な身体作りで免疫力をアップ！

●日　時／毎週木曜日　
グランドゴルフ：午前7:30~9:30
ペタンク：午前９:30~11:30

●場　所／船方公園
初心者の方、見学のみの方、
お茶を飲むだけの方、大歓
迎です！
楽しい時間を一緒に過ごし
ましょう。
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子ども食堂
なかよしごはん

「なかよしごはん」の活動を紹介します
　平成２８年４月に子ども食堂を始めて以来、のべ8,000名以上の方々にご参
加頂きました。美味しい、嬉しい、楽しいをモットーに、子ども達や保護者の
皆さんがホッと出来る日常の空間作りを目指しています。
　昨年の緊急事態宣言以降、通常通りの活動が行えない期間中、お弁当配布
を始めました。2,000食を越えるお弁当配布を行い、保護者の方と話をするこ
とで、今悩んでいることや困っていること、そして、今、なかよしごはんがで
きる事が見えてきました。
　子育て講座、生け花教室、学習支援の開催も始めました。みんなで子育て
中の笑顔を増やしましょう。

子ども食堂｢なかよしごはん｣～栄養満点！心も体もポカポカに～
毎月7・17・27日の午後5:30 ～ 7:00
●対　象／幼児～中学生　※保護者の方もどうぞお越し下さい。（※幼児は必ず兄弟か大人といっしょに）
●参加費／大人（高校生含む）300円･幼児から中学生100円

※食事の必要の無いお子さんは申込みの際に教えて下さい。現在1日30食、事前予約制です。

｢SS式イライラしない子育て講座｣～子育て中のお父さん、お母さん必見！～
緊急事態宣言の中、お弁当を配る中で子育てのことで悩んでいる方が大勢おられることを知りました。
すこしでも、子育てのイライラが減ってくれたら…という思いから 月に2回 子育て講座を始めました。

｢なかよし勉強会｣～サポート先生がていねいに教えてくれます！～
学校の勉強や宿題の内容が1人では進まなくて困っているお子さん、いませんか？
｢なかよし勉強会｣は学校の宿題などをサポート先生と一緒に勉強します。
※学習塾ではありません。全体授業のような形式ではなくて、お子さん一人一人の学力に合わせて、サポート先生と一緒に宿題を理解しながら解いていきます。
※参加いただく前に面接をさせていただきます。

●対　象／小学生～中学生　●定　員／各会10名
●持ち物／会費100円（昼食有無に関わらず）、分からない科目の勉強道具、宿題、筆記用具

☆この活動は『赤い羽根共同募金』
　の助成を頂いて行っています。

☆この活動は『赤い羽根共同募金』
　の助成を頂いて行っています。

～コロナ禍に配ったお弁当は2,000食越え～

熱田区で唯一の子ども食堂 　昨年9月1日熱田区在宅サービスセンター研修室
に、小学生・中学生の居場所づくり、学習支援、食
糧支援などの活動者が集いました。
　今回で、2回目となるこの情報交換会は、8つの団
体が参加しています。
　特に支援が必要な世帯については、各団体が役割
分担し、チームでサポートもしています。

　ふれあいいきいきサロンとは、地域住民のみなさ

まが、健康づくり・生きがいづくり・仲間づくり等

のために企画・運営されている地域交流の場です。

　ぜひおでかけください。

【構成団体：8団体】あすなろクラブ（想念寺）／ポトスの部屋（NPO法人）／
子ども食堂「なかよしごはん」（ボランティアグループ）　※P２参照／
Man to Man Passo（株式会社）／熱田児童館／
なごや子ども応援委員会（スクールソーシャルワーカー）／熱田区役所民生子ども課／
熱田区社会福祉協議会

ふれあいいきいき
サロンのご紹介

新規オープン

くれよん

ペタグラサロン

コロナ禍でわたしたちが
できることを考える

～熱田区子どもの居場所づくり関係者連絡会～

なかよしごはん 052-651-0924お問合わせ

なかよしごはんを始めてから沢山の方々との繋がりができました。
活動に賛同してご寄付下さる方、｢なにかできる事があれば｣とボランティアに来て下さ
る方、そして｢美味しい！｣｢ごちそうさま！｣｢ありがとう！｣と笑顔を見せてくれる参加者
の方々…。どれも私達にとって嬉しい元気の源です。
ボランティアの私達の方こそ幸せを頂いているのだと思います。
人と人とが触れあうことからあたたかい化学反応が発生しているなと感じています。
コロナ禍でも、活動を継続できているのは地域の皆様の暖かいご支援のお陰です。
誠にありがとうございます。

お礼

コロナ対策！

マスクが
手薄の時期に
手作りマスクを
販売しました。

手洗い場を
設置

しました。
熱田区社会福祉協議会 ０５２－６７１－２８７５お問合わせ

悩みながら手探りで進めているのが現状。何が
正解なのかはわからないが、いまは、子どもた
ちの食を確保すること、食事マナー（「いただ
きます」「ごちそうさま」が言えるなど）が身に
つくこと、子どもたちの心も身体も元気であるこ
となど、わたしたちが子どもたちへの思い（願い）
を貫くことが大切。

コロナ禍だからこそ必要な子どもたちの支援を
感染拡大防止対策をしながらどこまでできるか？六番一丁目

六番南

地下鉄
２番出口

新型コロナウイルス感染拡大の影響で
お休みする場合もあります

●日　時／毎月第1･3水曜日　
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2F和室

自宅で体操することはなかなか難し
いですが、サロンに来ればみんなで
楽しく体操ができます。
足腰の弱い方も参加しています。元
気な身体作りで免疫力をアップ！

●日　時／毎週木曜日　
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今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で熱田区内のイベントが
中止になる中、あつた宮宿会様のご厚意により１１月１日のあつた朔
日市（圓通寺境内）にて募金活動を行わせていただきました。おか
げさまで約２３,０００円もの募金が集まりました。

募金は、敬老会、給食会、地域福祉推進協議会、子ども会、保育所遊具、身体障害者
福祉協会などに配分されます。

白鳥学区区政協力委員会会長のご協力により昨年１２月２８日、（教
育センター）にて募金活動を行わせていただきました。おかげさま
で約１８,０００円もの募金が集まりました。

あつた朔日市（圓通寺） 白鳥学区防災講演会＆心の絆コンサート（教育センター）

街頭募金を行いました街頭募金を行いました
区民の皆様赤い羽根共同募金のご協力ありがとうございました

区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道５２５点、ポスター２２６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。

書道の部　入選

書道の部
入賞作品

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール

服部 央輝さん
鳥居 優布さん
安藤 遙希さん
齊藤 菜生さん
松浦 陽斗さん
山田 涼介さん

4年

4年

3年

3年

6年

6年

高蔵小

旗屋小

白鳥小

白鳥小

白鳥小

白鳥小

寺嶋 優奈さん
三輪 夏希さん
井上 颯人さん
森川 彩葉さん
佐々木 音々椛さん
平井 凜さん

3年

3年

5年

5年

4年

6年

千年小

千年小

千年小

千年小

船方小

船方小

ポスターの部　入選

第72回

　昨年から世間は新型コロナウイルス感染が拡大したり治まったりを繰り返し日常のボランティア活動もままならない状況が
続いています。
　ボランティアセンターで相談を受ける中、趣味や特技として手芸をされる方が複数いることがわかりました。手芸は場所を
問わず活動できることに着目し、心温まる手作り小物からさまざまな形で地域貢献することはできないか…、そんな思いで手
芸の得意な方々の顔合わせ会を昨年7月20日に開催し、主旨を説明させていただきました。
　グループの名前は「ハンドクラフトあつた」に決まり「コロナ禍において地域の方々が元気と笑顔になる取り組み」をメンバー
で考える定例会がスタートしました。
　同じころ、タイミングよく着物を寄付したいという相談が社協に届きました。「着物の生地の良さを活かした小物を作ろう」
ということで巾着袋や手提げ袋等の制作が始まりました。できた作品は赤い羽根共同募金（上記の街頭募金）に協力していた
だいた方にプレゼントとしてお渡しさせていただきました。
　寄付していただいた着物がボランティアさんによって見事に変身し、また新たな方の笑顔につながる素敵な取り組みができ
ました。
　赤い羽根共同募金から助成しているふれあい給食会の参加者さんから、たくさんの可愛い巾着袋作成のご協力をいただきま
した。心から感謝しています。ありがとうございました。
　毎月１回定例会を開いて制作活動をしています。地域にはさまざまな手芸サロンがありますが、横のつながりづくりもでき
たら嬉しく思っています。
　手芸が好きな方で、日中の空いた時間にボランティア活動を
ご希望の方は下記までお問合わせください。

青木 桜子さん
横井 瑞々さん
鈴木 明依さん
藏前 実希さん
細川 愛梨さん
伊藤 紗良さん

5年

6年

2年

3年

3年

1年

大宝小

大宝小

沢上中

沢上中

沢上中

宮中

佐野 我龍さん
綿谷 柚乃さん
竹川 真央さん
手島 旬平さん
石田 倭久さん
尾﨑 美来さん

2年

1年

4年

1年

2年

3年

高蔵小

旗屋小

旗屋小

白鳥小

白鳥小

白鳥小

大矢 萌々香さん
水藤 虹永さん
安藤 理久磨さん
中村 結太さん
仲里 和花さん
大矢 佳凜さん

4年

5年

6年

4年

2年

3年

白鳥小

白鳥小

白鳥小

千年小

野立小

野立小

藤原 和人さん
白栁 凜さん
一力 茜さん
小嶋 日和さん
幸島 悠里さん
佐藤 千華さん

2年

3年

3年

3年

1年

1年

大宝小

沢上中

宮中

宮中

日比野中

日比野中

審査員特別賞
【県共募　佳作】

白鳥小４年  伊藤 由良さん

優秀賞
【県共募　佳作】

宮中３年  瀬尾 翠さん

熱田区長賞
【県共募　金賞】

宮中１年  宗宮 可奈さん

熱田区社会福祉協議会長賞
【県共募　銀賞】

沢上中２年  服部 美海さん

熱田区共同募金委員会長賞
【県共募　〈特賞〉中日新聞社会事業団賞】

沢上中２年  小野 心丸知さん

佳　作
【県共募　佳作】

野立小５年  大矢 世都さん

佳　作
【県共募　佳作】

日比野中３年  小柳津 佳奈さん

審査員特別賞
【県共募　佳作】

白鳥小１年  安藤 梨咲さん 優秀賞
【県共募　佳作】

大宝小４年  大畑 絢花さん

熱田区長賞
【県共募　佳作】

野立小５年  照井 日茉莉さん

熱田区社会福祉協議会長賞
【県共募　佳作】

宮中３年  西 菜月さん

佳　作
【県共募　佳作】

白鳥小３年  圓藤 文菜さん

佳　作
【県共募　佳作】

白鳥小３年  田井 松香さん

ポスターの部
入賞作品

ボランティアグ
ループ

「ハンドクラフトあつた」の紹介

熱田区社会福祉協議会 052-671-2875お問合わせ

募金箱設置
協力店、団体様
令和２年度は
37ヵ所！
随時募集中

11月1日 12月8日

手芸用の糸、ひも、わた、ボタン、
ファスナー、生地など

不要なものがありましたら下記までご連絡ください

熱田区共同募金委員会長賞
【県共募　佳作】

宮中３年  塚本 柑那さん
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おひさまクラブ参加者募集！

新型コロナウイルス感染症の影響によりおひさまクラブが中止の間、仲間に会えず寂しい、
会いたい、という声が多くあがりました。そこで、千年コミセンのサポーターさんの発案で、
近所の千年公園に参加者同士で集まることになりました。
11月の気持ち良い秋日和の中、ベンチに腰掛けて皆さんとても楽しそうにおしゃべりして
いました。久しぶりに仲間の明るい笑顔にふれ、お互いに元気をわかち合ったようです。

区内在宅高齢者に対して衛生的で安らかな生活を送ってい
ただけるよう、赤い羽根共同募金（歳末）と賛助会費から
寝具クリーニング事業を行い、50名以上の申込みがあり
ました。

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

名古屋市では『いきいき支援センター』と呼ば
れる当センターは、他市町村では『地域包括支
援センター』として設置されている高齢者の総
合相談窓口です。熱田区いきいき支援センター
は、（福）名古屋市社会福祉協議会が市受託事
業として運営しています。
介護保険制度をはじめとした介護予防や福祉・
認知症・権利擁護など、高齢者に関するお困り
ごとについて相談対応をしています。また愛知
県弁護士会の協力による高齢者の方のための法
律相談も行っています（事前予約制）。
認知症の人とそのご家族を支援する取り組みとして、毎月「もの忘れ相談医による専門相談」「家族教室」
「家族サロン」も開催しています。
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。相談費用は無料です。

内 容

対 象

参加期間

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。
市内在住の65歳以上の方（会場までご自分で来られる方）

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

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、二部制にて実施しております。　
※①②の時間帯の選択はできません。

●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3年2月10日（水）～令和3年2月26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
　　　　　（ただし、定員に満たない場合は引き続き申込み可能です）

※申し込みは本人に限ります。

★各会場の様子はブログでも紹介しています。　　　　　　　　　　で検索可能
★会場でお手伝いいただくボランティアさん（サポーター）の募集も随時行っております

おひさまクラブ通信

おひさまのもとで笑顔の
確認

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

会
場
及
び
時
間

①午前  9:45 ～ 10:30（45分）
②午前11:00 ～ 11:45（45分）

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

①午後1:30 ～ 2:15（45分）
②午後2:45 ～ 3:30（45分）

月

火

木

金

お問合わせ

電話：６７１－３１９５　ＦＡＸ：６７１－１１５５

電話：６８２－２５２２　ＦＡＸ：６８２－２５０５

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

●もの忘れ相談医による専門相談
ご本人・ご家族が抱える認知症への不安などについて、医師に気軽に
相談できます。
2/26（金）、3/26（金）、４/23（金）、5/28（金）、6/25（金）　午後２:00 ～３:30

●家族サロン(憩いの場)
日頃の介護の悩みなど、同じ想いを抱える参加者と自由に話し合い、
仲間づくりを行います。
3/19（金）、4/16（金）、5/21（金）、6/18（金）　午後１:30 ～３:30

●家族教室
毎回、講師のお話を聞いた後、同じ想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。
※４～8月までの全5回講座です。詳しくは3月下旬に発行されるチラシをご覧ください。

●高齢者のための無料法律相談
財産管理の問題、相続の問題、家族間の問題など、生活上のさまざまな悩みごと
について、弁護士による相談を受けることができます。
3/22（月）　午後２:00 ～４:00  ※４月以降の予定はお問合わせください。

認
知
症
家
族
支
援
事
業

※予約制　1人30分程度

※予約制　1人30分程度

熱田区い
きいき支援センターからのお知らせ

～ふわふわのお布団でよい夢を～
クリーニング事業
寝 具
～ふわふわのお布団でよい夢を～
クリーニング事業
寝 具

家族サロンの様子

熱田区社会福祉協議会 052-671-2875お申込み・お問合わせ
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おひさまクラブ参加者募集！
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はつらつと生活するきっかけづくりをします。
市内在住の65歳以上の方（会場までご自分で来られる方）
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★各会場の様子はブログでも紹介しています。　　　　　　　　　　で検索可能
★会場でお手伝いいただくボランティアさん（サポーター）の募集も随時行っております

おひさまクラブ通信

おひさまのもとで笑顔の
確認
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大宝コミュニティセンター
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仲間づくりを行います。
3/19（金）、4/16（金）、5/21（金）、6/18（金）　午後１:30 ～３:30

●家族教室
毎回、講師のお話を聞いた後、同じ想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。
※４～8月までの全5回講座です。詳しくは3月下旬に発行されるチラシをご覧ください。

●高齢者のための無料法律相談
財産管理の問題、相続の問題、家族間の問題など、生活上のさまざまな悩みごと
について、弁護士による相談を受けることができます。
3/22（月）　午後２:00 ～４:00  ※４月以降の予定はお問合わせください。
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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。

2021
2月号（年3回発行）
発行部数：3,550部74

福祉

回
覧

この広報紙は賛助会費で作成しました。

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

防災セミナー「3.11を忘れない」
東日本大震災から10年、節目に考える備えとは
●日　時／３月１１日（木）　午後1：３０～３：００
●講　師／熱田区役所防災担当職員ほか　●費　用／無料　●定　員／２０人
●申　込／２月２６日（金）　午前９：３０から電話で先着順

認知症予防クラブ
認知症予防リーダーと一緒に脳トレを楽しみましょう！
●日　時／３月１６日（火）　午後１：３０～２：３０
●費　用／無料　●定　員／各１５人　●持　物／飲み物（水分補給）
●申　込／３月１１日（木）　午前９：３０から電話で先着順

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

児童館をみんなでもっと楽しい場所にする
ために作戦会議をしよう☆

こども会議

●日　時／3月21日（日）　午後3：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生

児童館がおもちゃなどを持っておでかけし
ます！

おでかけあっちゃんin白鳥公園※雨天中止

●日　時／3月13日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／幼児（保護者同伴）、小学生、中学生、高校生

当日自由参加
無料

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

医師による健康相談
●日　時／３月１７日（水）　午後１：３０～２：３０
●担　当／熊澤和彦医師
●費　用／無料　●定　員／各５人（一人10分程度の相談）
●申　込／３月1２日（金）　午前９：３０から電話で先着順

認知症予防教室募集

認知症予防に効果的といわれている体操、回想法、音楽、折り紙、工
作など、毎週内容を変えて実施。

認知症予防教室「のびやかクラブ」

●日　時／令和３年４月～９月　１０時～正午
①火曜 ②水曜 ③木曜のいずれか１クラス

●対　象／市内在住で６５歳以上の方
●定　員／1クラス１２人
●参加費／無料
●申　込／２月１２日（金）から３月１日（月）までに窓口で申込書記入

（閉館中のみ電話受付、開館後に申込書記入）
定員を超えた場合は公開抽選。参加者本人の申込みに限る。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、開催日時、内容等が変更になる場合があります。

ボランティアのお兄さんお姉さんと遊ぼう！

●日　時／2月20日(土)　午後3：00～4：00
●対　象／小学生、中学生、高校生

あっちゃんタイム

折り紙の時間
●日　時／３月２日（火）午前９：３０～１１：００　●講　師／竹内ケイさん　●費　用／無料　
●定　員／１１人　●持　物／折り紙、のり、はさみ、カッター、クリップ　●申　込／２月２４日（水）午前９：３０から電話で先着順

げんき体操
げんきが湧く軽い体操をご一緒に！
●日　時／３月１日（月）　午前１０：００～１１：３０
●講　師／横川珠姫さん　●費　用／無料　
●定　員／３０人　●持　物／飲み物（水分補給）、上靴
●申　込／２月２２日（月）　午前９：３０から電話で先着順

　現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、みんなで集まって会食をすることは難
しい状況ですがそれぞれの学区で会食に代わるさまざまな取り組みが行われました。
　白鳥学区では感染予防対策を考え安全面を配慮して、昨年11月の給食会で保健セン
ターの保健師さんと管理栄養士さんから講話していただきました。
　保健師さんから、手洗いや正しくマスクを着用することなど感染予防対策がいろいろあ
る中でご自身の身体の免疫力を高めることも大切なこと、また管理栄養士さんからはバラ
ンスの良い食事についてわかりやすく説明していただきました。最後に、様々な食材を使い
栄養バランスのとれたお弁当を参加者さんにお持ち帰りいただきました。
　外出もままならない状況が続いていますが、給食会は高齢者にとって「適度な運動を伴う
貴重な外出の機会」となっています。

「疫病退散」

～ふれあい給食会～

地域を笑顔に！

お申込み・お問合わせ
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、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。

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。

（令和２年４月１日～１２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。

◀

熱田区女性協議会様

●名古屋ヤクルト販売株式会社　様
●清水　様
●赤津機械株式会社　様
●中田　俊夫　様
●ユニー株式会社　小さな善意で大きな愛の輪運動　
　ピアゴラフーズコア神野店　様
●明治安田生命保険相互会社　名古屋南支社　様

●名古屋熱田ライオンズクラブ　様
●伊藤　茂美　様
●熱田区女性協議会　様
●熱田鯱城会　様
●広瀬　美佳　様
●熱田史跡ガイドの会　様
●匿名　４件

※今号に記載された内容等については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変更（行事の中止または延期等）となる場合があります。詳細は各お問合わせ先までお尋ねください。

明治安田生命様ご寄付
令和２年８月２０日、明治安田生命南支社様から「私の地元応援募金」として寄付金の贈呈式が開催されました。最
初に名古屋南支社長から挨拶があり、「企業ビジョン『みんなの健活プロジェクト』を2019年からスタートし、今回
はコロナを克服してもらいたいとの思いで、４４，０００人の社員で募金しようというものです。その結果、全国で１,２
００団体から５億を超える寄付金が集まりました。この募金はぜひ新型コロナウイルス対策金として使ってもらいた
いです。皆様の事業も思うように進んでいないかもしれませんが、こういうときを乗り越えて地元を強くするため
に応援したいと思います。地元に何ができるかを一生懸命考えたいです。」とおっしゃられました。本会事務局長が
謝意を表し、「今回の募金は困窮した子どものいる世帯のために使いたい」と述べました。 明治安田生命保険相互会社名古屋南支社様

大宝学区
ボランティアさんの作品

87才熱田区最高齢
ボランティアさんの川柳
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