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熱 田 福 祉 会 館 だ よ り
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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３年１月１日～３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。

●サークルぐーちょきぱー　様
●一般財団法人荒川磯慈善会　様
●匿名　４件

「コロナ禍だからこそみんなを笑顔に、元気にしたい！」と
感染防止対策をしながら活動しているボランティアさんがいます。
今回は、そんなボランティア活動をご紹介します。（取材日は、
「まん延防止等重点措置」実施期間前です）

ボランティア団体『熱田神楽保存会』の石川来民造さんが、
「放課後等デイサービスPasso（パッソ）クラブ」で太鼓の演
奏を行いました。生徒も演奏に参加して太鼓を叩き、上手く
叩けても、叩けなくてもみんな笑顔でいっぱいになりました。
生徒のみなさんが使っている太鼓は、区内の桶類製造卸販
売を営んでいる方からご寄付いただいた木製の桶です。
色々な人の善意がつながってPassoクラブのみなさんを元
気にしてくれました。

『熱田神楽保存会』の太鼓演奏

ピアノ演奏ボランティア『ファビュラス』の水野佐紀さんの
コンサートが4月２日、「デイサービスセンターおかひら」で
開かれ、利用者や職員を楽しませました。この日は母親の
水野佳子さんが敏腕アシスタントとして参加し、佐紀さんを
サポート。お二人は、利用者になじみのある童謡や唱歌、民
謡、歌謡曲、クラシック等、幅広いジャンルの曲を披露し、み
んなに癒しと笑顔を届けてくれました。

『ファビュラス』の
懐かしのにっぽん名曲コンサート

こんな時こそ

みんなに笑顔を
届けたい！

～コロナ禍でのボ
ランティア活動～

放課後等デイサービスPasso（パッソ）クラブ×
熱田神楽保存会×寄付の桶　

デイサービスセンターおかひら×
ファビュラス

七夕ウィーク
七夕に向けて短冊に願いを書いて飾り付けをしよう☆
●日　時／7月1日（木）～7日（水）　児童館開館中
●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

こども会議
児童館をもっと楽しい場所にするためにみんなで作戦会議をしよう☆
●日　時／７月17日（土）・9月26日（日）　いずれも午後２：00～３：00
●対　象／ 小学生、中学生、高校生
※当日自由参加・無料

熱田図書館さんによる読み聞かせです！どんなおはなしが聞けるか
な？お楽しみに♪

おはなし会

●日　時／7月９日（金）・９月10日（金）　いずれも午前10：30～11：00
●対　象／未就園児と保護者　当日定員４名

おもちゃ病院
こわれたおもちゃの修理をします！
●日　時／7月11日（日）・９月１２日（日）　いずれも午前10：00～12：00
※電子ゲーム不可

ベビーマッサージ＆ママビクス
マッサージを通してゆったりと親子でふれあう時間を過ごしましょう！
●日　時／7月16日（金）　午前10：30～11：30
●対　象／３～９ヵ月のお子さんとその保護者　８組
●申　込／７月８日（木）午前10：00～

おやこで運動あそび
一緒に体を使って楽しく体操しよう☆
●日　時／7月26日（月）　午前10：30～11：30
●対　象／幼児と保護者　10組
●申　込／７月17日（土）　午前10：00～

モノクロの似顔絵をかいてもらおう☆
似休さんの似顔絵コーナー

●日　時／７月18日（日）　午前10：00～12:00
●対　象／乳幼児親子　８組
●申　込／７月11日（日）　午前10：00～

こども科学教室　～空気ってすごーい～
ピピチュー先生の科学教室！自由研究はこれで決まり☆
●日　時／７月27日（火）　午後2：00～3：00
●対　象／小学生　１0名
●申　込／7月18日（日）　午前10：00～

※今号に記載された内容等につきましては、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。
　前号において感染対策が不足していると感じられる写真が一部ございましたことをお詫びいたします。

●日　時／7月12日（月）　午後1：30～2：40　
●講　師／神谷佳代子（かみやかよこ）さん
●費　用／無料　
●定　員／18人　
●申　込／７月5日（月）　
 午前9：30から電話で先着順

1リズムで元気大集合
自分の体を楽器に見立てリズムを楽しみましょう 認知症予防と物忘れ外来について

●日　時／7月21日（水）　午後1：30～2：30　
●担　当／熊澤和彦（くまざわかずひこ）医師
●費　用／無料　
●定　員／10人
●申　込／７月12日（月）
 午前9：30から電話で先着順

2医師による健康講話

●日　時／8月30日（月）　午前10：00～11：30
●講　師／星原好子（ほしはらよしこ）さん　●費　用／無料　●定　員／30人
●持　物／長いタオル、飲み物（水分補給）、上靴、靴入れ袋
●申　込／8月20日（金）　午前9：30から電話で先着順

43B（さんびー）体操
みんなで楽しく健康づくり げんきが湧く体操をご一緒に♬

●日　時／9月6日（月）　午前10：00～11：30
●講　師／横川珠姫（よこがわたまき）さん　●費　用／無料　●定　員／30人
●持　物／飲み物（水分補給）、上靴、靴入れ袋
●申　込／8月31日（火）　午前9：30から電話で先着順

5げんき体操

●日　時／7月29日（木）　午後2：30～4：00　
●講　師／竹内ケイ（たけうちけい）さん
●費　用／無料　
●定　員／20人
●持　物／折り紙、のり、はさみ、カッター、クリップ　
●申　込／７月21日（水）
 午前9：30から電話で先着順

3折り紙の時間

電話申込可
先着順

電話申込可
先着順

電話申込可
先着順

電話申込可
先着順

電話申込可
先着順

ベビータイム　～ベビーマッサージ＆ママビクス～
マッサージを通してゆったりと親子でふれあう時間を過ごしましょう！
●日　時／8月20日（金）　午前10：30～11：30
●対　象／３～９ヵ月のお子さんとその保護者　８組
●申　込／8月13日（金）午前10：00～

あっちゃんタイム
ボランティアのお兄さんお姉さんと一緒に遊ぼう☆
●日　時／9月18日（土）　午後3：00～4：00　●対　象／小学生、中学生、高校生　※当日自由参加・無料

ベビータイム　～ベビーマッサージ～
マッサージを通してゆったりと親子でふれあう時間を過ごしましょう！
●日　時／9月28日（火）　午前10：30～11：30
●対　象／２～５ヵ月のお子さんとその保護者　８組
●申　込／９月22日（水）午前10：00～

電話申込可
先着順

ボランティアに関するご相談・お問い合わせは裏面まで

08-FUKUSHI ATSUTA FUKUSHI ATSUTA-01
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熱田区社会福祉協議会　令和 3年度　事業計画

02-FUKUSHI ATSUTA

★障がい児（者）福祉事業
●声・点字での広報なごや「熱田区版」の配布
●障がい者関係団体実施事業への助成
●障害者自立支援連絡協議会への参画

★児童福祉事業
●熱田児童館の管理運営【市受託事業】
●子育て支援活動、移動児童館事業の実施
●中高生の居場所づくり事業、学習支援事業の実施
●子ども会、保育園遊具整備等への助成
●子育て支援ネットワーク活動への参画
●子育てサロンの活動支援

★福祉サービスの実施
●車いすの一時無料貸出
●寝具クリーニングサービス事業
●レクリエーション用品貸出事業

02-FUKUSHI ATSUTA

収入
の部

支出
の部

補助金収入
50,521（千円）
19.4％

人件費
33,791（千円）
13.0％児童館事業

44,128（千円）
17.0％

デイサービスセンター事業
80,816（千円）31.1％

福祉会館事業
51,355（千円）
19.7％受託金収入

89,227（千円）
34.3％

介護保険事業収入
67,640（千円）
26.0％

会費・寄付金収入
1,415（千円）0.6％

前期末支払資金残高
39,470（千円）15.2％

共同募金
配分金収入
6,038（千円）
2.3％

地域福祉推進事業
17,306（千円）6.7％

助成金事業
8,618（千円）3.3％

はつらつ長寿推進事業
13,140（千円）5.0％

在宅サービスセンター関係費
10,693（千円）4.1％

地域福祉基金関係費
201（千円）0.1％

事業収入
1,021（千円）0.4％

受取利息配当金収入
859（千円）0.3％

その他収入
1,035（千円）0.4％

拠点区分間繰入金収入
2,822（千円）1.1％

★地域福祉活動の推進
●地域福祉推進協議会の活動支援
●ふれあいネットワーク活動の拡充

●ふれあい給食
　サービス事業への
　支援・助成

●ふれあい・いきいきサロンの
　開設、運営助成、相談支援

●名古屋市地域支えあい事業の実施

ふれあい給食会

FUKUSHI ATSUTA-03

★ボランティア活動の促進
●ボランティアに関する相談・情報提供
●ボランティア保険の受付
●ボランティアコーディネート（調整）

★第４次熱田区地域福祉活動計画
（R1年度～R5年度）の推進
★福祉意識の啓発・広報
●福祉教育の推進
●広報誌「福祉あつた」の発行（年3回）
●ホームページの管理、ブログの更新

第３次地域福祉活動計画のときから開催してきました「つなが
りあった会議」ですが、令和２年度は新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、集合形式での開催が難しかったため、「誌
上フォーラム」として実施しました。主な内容としては、『専門
職から見た新型コロナウイルス感染の影響』、『住民が感じた
コロナの１年』と関係者にインタビューを行い記載しています。
それぞれの立場から感じたコロナ禍での戸惑いや工夫を語って
いただき、大変興味深くお話を聞くことができました。当冊子を
ご希望の方は本会までお問い合わせください。

第３次地域福祉活動計画のときから開催してきました「つなが
りあった会議」ですが、令和２年度は新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、集合形式での開催が難しかったため、「誌
上フォーラム」として実施しました。主な内容としては、『専門
職から見た新型コロナウイルス感染の影響』、『住民が感じた
コロナの１年』と関係者にインタビューを行い記載しています。
それぞれの立場から感じたコロナ禍での戸惑いや工夫を語って
いただき、大変興味深くお話を聞くことができました。当冊子を
ご希望の方は本会までお問い合わせください。

★高齢者福祉事業
●熱田福祉会館の管理運営【市受託事業】
●認知症予防事業の実施【市受託事業】
●高齢者はつらつ長寿推進事業
　（通称：おひさまクラブ）【市受託事業】
●学区敬老事業、老人クラブ実施事業への助成
●熱田区デイサービスセンターの運営

★その他
●生活福祉資金の貸付
●在宅サービスセンターの運営
●熱田区いきいき支援センターとの連携・協力
●熱田区介護保険事業所との連携・協力
●赤い羽根共同募金運動の実施

街頭募金

3

「住民が感じたコロナ禍の１年」いわゆる「With コロナ」「After コロナ」時代における地域福祉活動のあり方につい
て検討するために、第４次計画の策定段階から関わるみなさんに、住民代表として、
コロナ禍での生活や地域の様子、地域活動についてお話を伺いました。〇熱田区身体障害者福祉協会　会長  松岡信男さん　新型コロナウイルス感染予防のために家に居ることが多くなりました。協会関係の会議もほとんど中止になり、通院など最低限の生活上の外出になりました。ただ私は盲導犬ユーザーですのでガイドヘルパーさんが必要な方とは違って、まだ外出できたほうかもしれません。一方で健康維持のため散歩は欠かさず毎日しております。盲導犬のシャンプーについては、盲導犬協会から利用は遠慮してもらう

よう言われてましたので、自宅でしなければならず大変でした。
　新型コロナウイルス関係の話などの世の中の動きはテレビ・ラジオから
ニュースを聞いて把握しています。私もオンラインを活用することはできま
す。先日もオンライン会議に参加しました。見えなくても耳が聞こえれば会議
はできます。あと視覚障がい者の友人に聞くと、町で声をかけられることが
減ったと聞きます。マスクをして適切な距離があれば声かけしてもらって構わ
ないと思います。たとえコロナ禍でも人との交流がなるべく減らないといいな
と思います。

〇高蔵民生委員児童委員協議会　会長  脇田信二さん　コロナ禍で、お独り暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯が心配でした。皆さん家に閉じこもってばかりではいられないので、散歩するなど健康維持に努めておられた方もいらっしゃいましたが、外出の機会が少ないと見かけることも少なくなり、声かけもできず、知らない間に体調が悪くなってしまうということもあります。民生委
員には戸別訪問を自粛するよう通達があったので、訪問活動ができず、様子を

テーマ

つながり
あったかいぎ

第 4 次熱田区地
域福祉活動計画＆

私立大学研究ブラ
ンディング事業（

名古屋学院大学）

4

把握するのに苦労しました。また私自身も自分の住む団地の集会場が使用でき
ないため活動ができませんでした。これからワクチン接種も進んでいくと思い
ますが、早く新型コロナウイルスが収束してほしいと思います。
〇生活介護事業所シンフォニー　管理者  竹田篤史さん　コロナ禍においては、「障がい者への理解」というものの大事さを一層肌で感じた１年でした。知的障がい者の方はマスクをし続けるということが難しく、公共交通機関で着用を促されることがあったとご家族から聞きました。　新型コロナウイルスの感染が収束しても、オンラインの活用をはじめ、新しい生活様式といったような部分は残るような気がしています。オンラインの活用で言えば、まだ、いわゆる「ガラ

ケー」を使っている方も多く、情報の伝達は「一斉送信」とはいきません。とはい
え、離れた場所同志でもボッチャを行うなど世の中にはいろいろな取り組みを
している人たちがいますので、やり方を工夫しながら楽しく充実した日々を送
れるようにできたらいいなと思っています。

＜お話を伺って＞
熱田区社会福祉協議会　次長代理  加納大也　お三方には、高齢、障がいの分野や住民の代表として語っていただきました。オンラインの活用など求められ、この１年は毎日の生活がご苦労が多かったかと思いきや、松岡さんはオンラインでの会議も数をこなし、閉じこもりがちであったに

せよ、こちらが思うほどストレスなく生活していたようにも感じました。
意外であったというのが正直なところです。　まだしばらく新型コロナウイルス感染の影響は続きますが、この大変
な時期こそ、何か新しいアイデアを出すよい機会なのかもしれません。

令和 3年度 収支予算 総合計 ： 260,048（千円）

名古屋市地域支えあい事業の実施

庭木の剪定
サロン交流会

つながりあった会議 誌上フォーラム
～第４次熱田区地域福祉活動計画～
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社会福祉協議会ってご存じですか？
地域の誰もが住み慣れたまちで自分らしく安心して
暮らしていけるよう、福祉のまちづくりの実現を目指
しさまざまな事業を行っています。主な取り組みをご
紹介します。

熱田区社協はどんなことしているの？
❶社会福祉法第109条、110条に基づいた公共性・公益性の高い民間の社会福祉法人です。
❷「地域福祉の推進を図ること」を目的としており、社会福祉事業の企画・実施や普及・啓発な
どを行っています。
❸地域の福祉施設、民生委員・児童委員、自治会・町内会、ボランティア団体といった社会福
祉関係者によって構成されています。
❹全国、都道府県・指定都市、市区町村に設置されています。
❺その名称から、通称「社協（しゃきょう）」と呼ばれています。

社会福祉協議会ってなあに？
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熱田区社会福祉協議会　令和 3年度　事業計画

02-FUKUSHI ATSUTA

★障がい児（者）福祉事業
●声・点字での広報なごや「熱田区版」の配布
●障がい者関係団体実施事業への助成
●障害者自立支援連絡協議会への参画

★児童福祉事業
●熱田児童館の管理運営【市受託事業】
●子育て支援活動、移動児童館事業の実施
●中高生の居場所づくり事業、学習支援事業の実施
●子ども会、保育園遊具整備等への助成
●子育て支援ネットワーク活動への参画
●子育てサロンの活動支援

★福祉サービスの実施
●車いすの一時無料貸出
●寝具クリーニングサービス事業
●レクリエーション用品貸出事業

02-FUKUSHI ATSUTA

収入
の部

支出
の部

補助金収入
50,521（千円）
19.4％

人件費
33,791（千円）
13.0％児童館事業

44,128（千円）
17.0％

デイサービスセンター事業
80,816（千円）31.1％

福祉会館事業
51,355（千円）
19.7％受託金収入

89,227（千円）
34.3％

介護保険事業収入
67,640（千円）
26.0％

会費・寄付金収入
1,415（千円）0.6％

前期末支払資金残高
39,470（千円）15.2％

共同募金
配分金収入
6,038（千円）
2.3％

地域福祉推進事業
17,306（千円）6.7％

助成金事業
8,618（千円）3.3％

はつらつ長寿推進事業
13,140（千円）5.0％

在宅サービスセンター関係費
10,693（千円）4.1％

地域福祉基金関係費
201（千円）0.1％

事業収入
1,021（千円）0.4％

受取利息配当金収入
859（千円）0.3％

その他収入
1,035（千円）0.4％

拠点区分間繰入金収入
2,822（千円）1.1％

★地域福祉活動の推進
●地域福祉推進協議会の活動支援
●ふれあいネットワーク活動の拡充

●ふれあい給食
　サービス事業への
　支援・助成

●ふれあい・いきいきサロンの
　開設、運営助成、相談支援

●名古屋市地域支えあい事業の実施

ふれあい給食会

FUKUSHI ATSUTA-03

★ボランティア活動の促進
●ボランティアに関する相談・情報提供
●ボランティア保険の受付
●ボランティアコーディネート（調整）

★第４次熱田区地域福祉活動計画
（R1年度～R5年度）の推進
★福祉意識の啓発・広報
●福祉教育の推進
●広報誌「福祉あつた」の発行（年3回）
●ホームページの管理、ブログの更新

第３次地域福祉活動計画のときから開催してきました「つなが
りあった会議」ですが、令和２年度は新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、集合形式での開催が難しかったため、「誌
上フォーラム」として実施しました。主な内容としては、『専門
職から見た新型コロナウイルス感染の影響』、『住民が感じた
コロナの１年』と関係者にインタビューを行い記載しています。
それぞれの立場から感じたコロナ禍での戸惑いや工夫を語って
いただき、大変興味深くお話を聞くことができました。当冊子を
ご希望の方は本会までお問い合わせください。

第３次地域福祉活動計画のときから開催してきました「つなが
りあった会議」ですが、令和２年度は新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、集合形式での開催が難しかったため、「誌
上フォーラム」として実施しました。主な内容としては、『専門
職から見た新型コロナウイルス感染の影響』、『住民が感じた
コロナの１年』と関係者にインタビューを行い記載しています。
それぞれの立場から感じたコロナ禍での戸惑いや工夫を語って
いただき、大変興味深くお話を聞くことができました。当冊子を
ご希望の方は本会までお問い合わせください。

★高齢者福祉事業
●熱田福祉会館の管理運営【市受託事業】
●認知症予防事業の実施【市受託事業】
●高齢者はつらつ長寿推進事業
　（通称：おひさまクラブ）【市受託事業】
●学区敬老事業、老人クラブ実施事業への助成
●熱田区デイサービスセンターの運営

★その他
●生活福祉資金の貸付
●在宅サービスセンターの運営
●熱田区いきいき支援センターとの連携・協力
●熱田区介護保険事業所との連携・協力
●赤い羽根共同募金運動の実施

街頭募金

3

「住民が感じたコロナ禍の１年」いわゆる「With コロナ」「After コロナ」時代における地域福祉活動のあり方につい
て検討するために、第４次計画の策定段階から関わるみなさんに、住民代表として、
コロナ禍での生活や地域の様子、地域活動についてお話を伺いました。〇熱田区身体障害者福祉協会　会長  松岡信男さん　新型コロナウイルス感染予防のために家に居ることが多くなりました。協会関係の会議もほとんど中止になり、通院など最低限の生活上の外出になりました。ただ私は盲導犬ユーザーですのでガイドヘルパーさんが必要な方とは違って、まだ外出できたほうかもしれません。一方で健康維持のため散歩は欠かさず毎日しております。盲導犬のシャンプーについては、盲導犬協会から利用は遠慮してもらう

よう言われてましたので、自宅でしなければならず大変でした。
　新型コロナウイルス関係の話などの世の中の動きはテレビ・ラジオから
ニュースを聞いて把握しています。私もオンラインを活用することはできま
す。先日もオンライン会議に参加しました。見えなくても耳が聞こえれば会議
はできます。あと視覚障がい者の友人に聞くと、町で声をかけられることが
減ったと聞きます。マスクをして適切な距離があれば声かけしてもらって構わ
ないと思います。たとえコロナ禍でも人との交流がなるべく減らないといいな
と思います。

〇高蔵民生委員児童委員協議会　会長  脇田信二さん　コロナ禍で、お独り暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯が心配でした。皆さん家に閉じこもってばかりではいられないので、散歩するなど健康維持に努めておられた方もいらっしゃいましたが、外出の機会が少ないと見かけることも少なくなり、声かけもできず、知らない間に体調が悪くなってしまうということもあります。民生委
員には戸別訪問を自粛するよう通達があったので、訪問活動ができず、様子を

テーマ
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よう言われてましたので、自宅でしなければならず大変でした。
　新型コロナウイルス関係の話などの世の中の動きはテレビ・ラジオから
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員には戸別訪問を自粛するよう通達があったので、訪問活動ができず、様子を

つながり
あったかいぎ

第 4 次熱田区地
域福祉活動計画＆

私立大学研究ブラ
ンディング事業（

名古屋学院大学） ます。盲導犬のシャンプーについては、盲導犬協会から利用は遠慮してもらう
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　新型コロナウイルス関係の話などの世の中の動きはテレビ・ラジオから
ニュースを聞いて把握しています。私もオンラインを活用することはできま
す。先日もオンライン会議に参加しました。見えなくても耳が聞こえれば会議
はできます。あと視覚障がい者の友人に聞くと、町で声をかけられることが
減ったと聞きます。マスクをして適切な距離があれば声かけしてもらって構わ
ないと思います。たとえコロナ禍でも人との交流がなるべく減らないといいな

脇田信二さん　コロナ禍で、お独り暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯が心配でした。皆さん家に閉じこもってばかりではいられないので、散歩するなど健康維持に努めておられた方もいらっしゃいましたが、外出の機会が少ないと見かけることも少なくなり、声かけもできず、知らない間に体調が悪くなってしまうということもあります。民生委
員には戸別訪問を自粛するよう通達があったので、訪問活動ができず、様子を
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把握するのに苦労しました。また私自身も自分の住む団地の集会場が使用でき
ないため活動ができませんでした。これからワクチン接種も進んでいくと思い
ますが、早く新型コロナウイルスが収束してほしいと思います。
〇生活介護事業所シンフォニー　管理者  竹田篤史さん　コロナ禍においては、「障がい者への理解」というものの大事さを一層肌で感じた１年でした。知的障がい者の方はマスクをし続けるということが難しく、公共交通機関で着用を促されることがあったとご家族から聞きました。　新型コロナウイルスの感染が収束しても、オンラインの活用をはじめ、新しい生活様式といったような部分は残るような気がしています。オンラインの活用で言えば、まだ、いわゆる「ガラ

ケー」を使っている方も多く、情報の伝達は「一斉送信」とはいきません。とはい
え、離れた場所同志でもボッチャを行うなど世の中にはいろいろな取り組みを
している人たちがいますので、やり方を工夫しながら楽しく充実した日々を送
れるようにできたらいいなと思っています。

＜お話を伺って＞
熱田区社会福祉協議会　次長代理  加納大也　お三方には、高齢、障がいの分野や住民の代表として語っていただきました。オンラインの活用など求められ、この１年は毎日の生活がご苦労が多かったかと思いきや、松岡さんはオンラインでの会議も数をこなし、閉じこもりがちであったに

せよ、こちらが思うほどストレスなく生活していたようにも感じました。
意外であったというのが正直なところです。　まだしばらく新型コロナウイルス感染の影響は続きますが、この大変
な時期こそ、何か新しいアイデアを出すよい機会なのかもしれません。

令和 3年度 収支予算 総合計 ： 260,048（千円）

庭木の剪定
サロン交流会

つながりあった会議 誌上フォーラム
～第４次熱田区地域福祉活動計画～

社会福祉協議会ってご存じですか？
地域の誰もが住み慣れたまちで自分らしく安心して
暮らしていけるよう、福祉のまちづくりの実現を目指
しさまざまな事業を行っています。主な取り組みをご
紹介します。

熱田区社協はどんなことしているの？
❶社会福祉法第109条、110条に基づいた公共性・公益性の高い民間の社会福祉法人です。
❷「地域福祉の推進を図ること」を目的としており、社会福祉事業の企画・実施や普及・啓発な
どを行っています。
❸地域の福祉施設、民生委員・児童委員、自治会・町内会、ボランティア団体といった社会福
祉関係者によって構成されています。
❹全国、都道府県・指定都市、市区町村に設置されています。
❺その名称から、通称「社協（しゃきょう）」と呼ばれています。

社会福祉協議会ってなあに？



04-FUKUSHI ATSUTA

　『アッツ・タック福祉サポーター』は、熱田区社会福祉協議
会が行う活動に賛同していただき、活動を資金面で応援し
てくれる賛助会員の通称です。
　皆さまも『アッツ・タック福祉サポーター』になって一緒に
あたたかい熱田区を作りませんか。

ありがとう

FUKUSHI ATSUTA-05

白鳥学区地域福祉推進協議会ではこのたび外出（買い物）支援事業をスタート
させました。４月１２日（月）に、白鳥コミュニティーセンター駐車場にて出発式が
行われました。
白鳥学区地域福祉推進協議会は、かねてより地域住民のちょっとした困りごと
相談を受け付け、住民同士で助け合う「地域支えあい事業」に取り組んできまし
た。その一環として、買い物に困っている高齢者等のために外出（買い物）支援
事業を始めることになりました。出発式が終わると車両に利用者が乗り、住民ボ
ランティア「白鳥おたすけ隊」メンバーの運転で買い物にお出かけされました。

白鳥学区地域福祉推進協議会ではこのたび外出（買い物）支援事業をスタート
させました。４月１２日（月）に、白鳥コミュニティーセンター駐車場にて出発式が
行われました。
白鳥学区地域福祉推進協議会は、かねてより地域住民のちょっとした困りごと
相談を受け付け、住民同士で助け合う「地域支えあい事業」に取り組んできまし
た。その一環として、買い物に困っている高齢者等のために外出（買い物）支援
事業を始めることになりました。出発式が終わると車両に利用者が乗り、住民ボ
ランティア「白鳥おたすけ隊」メンバーの運転で買い物にお出かけされました。

アッツ・タック福祉サポーターとは？

車いすの貸出サービス 寝具クリーニング
（布団の丸洗い）
サービス

広報なごや熱田区版
音声訳テープ等の貸出サービス

R元年１０月 撮影

レクリエーション用品
貸出サービス

福祉教材、
高齢者疑似体験セットの
貸出サービス

広報誌「福祉あつた」の発行

法人・団体会員　一口10,000円
個人会員　　　 一口1,000円

会費 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。

（令和３年３月３１日現在）

令和２年度 アッツ・タック福祉サポーター（賛助会員）のご紹介

出発式の様子

一時的に車いすが
必要な方へ

自分で布団を干せない６５歳以上の方で
介護認定を受けている方へ

目の不自由な方へ 地域交流の場に

学校や団体等へ 福祉情報を伝えるために

法人会員さまのみご紹介させていただきます。
個人会員さまからも多くのご賛同をいただいております。
みなさまのご協力に心からお礼申し上げます。（順不同・敬称略）

アッツ･タック
福祉サポーター（賛助会員）募集！

アッツ タック

賛助会費は次のような事業に使われています

熱田区社会福祉協議会キャラクター

タック株式会社
神宮東第一自治会
株式会社 シーピーアール
中部機械刃物株式会社
有限会社 下岡商会
医療法人 中京クリニカル
株式会社 高羽組
林八百吉株式会社
合資会社 東谷籐品製作所
三幸タクシー株式会社
宗教法人 正覚寺
旭建設株式会社
有限会社 市川住宅
玉泉院
名古屋市場運輸株式会社
株式会社 総合企画
伸栄産業株式会社
髙木工業株式会社
有限会社 タカギ興産
株式会社 山田商店
株式会社 山田商会
株式会社 豊徳
株式会社 亀屋芳広
合資会社 田口ヂーゼル自動車修理工場

小島産業株式会社
名古屋青果株式会社
株式会社 名古屋合成樹脂工業所
株式会社 中店
株式会社 蓬莱陣屋
名古屋フィルター販売株式会社
日協産業株式会社
株式会社 蓬莱軒
柴田工機株式会社
不二木材工業株式会社
株式会社 髙阪組
株式会社 中部プラントサービス
大矢工業株式会社
株式会社 こうら
東邦ガスリビング株式会社
廣田鍛工株式会社
赤津機械株式会社
株式会社 林エンジニアリング
株式会社 ケイライン
株式会社 シモデン
一般社団法人 あいち福祉振興会
有限会社 由女
錦産業株式会社
株式会社 桶中住宅設備

株式会社 テックササキ
株式会社 協和製作所
東邦総合サービス株式会社
株式会社 ハラタ
有限会社 原田
学校法人 名古屋学院大学
三幸電機株式会社
株式会社 金星商会
名古屋市南部食鶏加工協同組合
株式会社 佐野工作所
株式会社 中建
株式会社 名新しろとり斎場
健遊館
株式会社 日中物産
有限会社 伊藤新聞店
ミズタニ機販株式会社
有限会社 コジマ
アクティブインターナショナル株式会社
八百善 多志満
宗教法人 想念寺
サークルぐーちょきぱー
楠精工株式会社

地域支えあい事業に関するご相談・お問い合わせは裏面まで

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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04-FUKUSHI ATSUTA

　『アッツ・タック福祉サポーター』は、熱田区社会福祉協議
会が行う活動に賛同していただき、活動を資金面で応援し
てくれる賛助会員の通称です。
　皆さまも『アッツ・タック福祉サポーター』になって一緒に
あたたかい熱田区を作りませんか。

ありがとう

FUKUSHI ATSUTA-05

白鳥学区地域福祉推進協議会ではこのたび外出（買い物）支援事業をスタート
させました。４月１２日（月）に、白鳥コミュニティーセンター駐車場にて出発式が
行われました。
白鳥学区地域福祉推進協議会は、かねてより地域住民のちょっとした困りごと
相談を受け付け、住民同士で助け合う「地域支えあい事業」に取り組んできまし
た。その一環として、買い物に困っている高齢者等のために外出（買い物）支援
事業を始めることになりました。出発式が終わると車両に利用者が乗り、住民ボ
ランティア「白鳥おたすけ隊」メンバーの運転で買い物にお出かけされました。

白鳥学区地域福祉推進協議会ではこのたび外出（買い物）支援事業をスタート
させました。４月１２日（月）に、白鳥コミュニティーセンター駐車場にて出発式が
行われました。
白鳥学区地域福祉推進協議会は、かねてより地域住民のちょっとした困りごと
相談を受け付け、住民同士で助け合う「地域支えあい事業」に取り組んできまし
た。その一環として、買い物に困っている高齢者等のために外出（買い物）支援
事業を始めることになりました。出発式が終わると車両に利用者が乗り、住民ボ
ランティア「白鳥おたすけ隊」メンバーの運転で買い物にお出かけされました。

アッツ・タック福祉サポーターとは？

車いすの貸出サービス 寝具クリーニング
（布団の丸洗い）
サービス

広報なごや熱田区版
音声訳テープ等の貸出サービス

R元年１０月 撮影

レクリエーション用品
貸出サービス

福祉教材、
高齢者疑似体験セットの
貸出サービス

広報誌「福祉あつた」の発行

法人・団体会員　一口10,000円
個人会員　　　 一口1,000円

ありがとうありがとう

会費 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。

（令和３年３月３１日現在）

令和２年度 アッツ・タック福祉サポーター（賛助会員）のご紹介

出発式の様子

一時的に車いすが
必要な方へ

自分で布団を干せない６５歳以上の方で
介護認定を受けている方へ

目の不自由な方へ 地域交流の場に

学校や団体等へ 福祉情報を伝えるために

法人会員さまのみご紹介させていただきます。
個人会員さまからも多くのご賛同をいただいております。
みなさまのご協力に心からお礼申し上げます。（順不同・敬称略）

アッツ･タック
福祉サポーター（賛助会員）募集！

アッツ タック

賛助会費は次のような事業に使われています

熱田区社会福祉協議会キャラクター

タック株式会社
神宮東第一自治会
株式会社 シーピーアール
中部機械刃物株式会社
有限会社 下岡商会
医療法人 中京クリニカル
株式会社 高羽組
林八百吉株式会社
合資会社 東谷籐品製作所
三幸タクシー株式会社
宗教法人 正覚寺
旭建設株式会社
有限会社 市川住宅
玉泉院
名古屋市場運輸株式会社
株式会社 総合企画
伸栄産業株式会社
髙木工業株式会社
有限会社 タカギ興産
株式会社 山田商店
株式会社 山田商会
株式会社 豊徳
株式会社 亀屋芳広
合資会社 田口ヂーゼル自動車修理工場

小島産業株式会社
名古屋青果株式会社
株式会社 名古屋合成樹脂工業所
株式会社 中店
株式会社 蓬莱陣屋
名古屋フィルター販売株式会社
日協産業株式会社
株式会社 蓬莱軒
柴田工機株式会社
不二木材工業株式会社
株式会社 髙阪組
株式会社 中部プラントサービス
大矢工業株式会社
株式会社 こうら
東邦ガスリビング株式会社
廣田鍛工株式会社
赤津機械株式会社
株式会社 林エンジニアリング
株式会社 ケイライン
株式会社 シモデン
一般社団法人 あいち福祉振興会
有限会社 由女
錦産業株式会社
株式会社 桶中住宅設備

株式会社 テックササキ
株式会社 協和製作所
東邦総合サービス株式会社
株式会社 ハラタ
有限会社 原田
学校法人 名古屋学院大学
三幸電機株式会社
株式会社 金星商会
名古屋市南部食鶏加工協同組合
株式会社 佐野工作所
株式会社 中建
株式会社 名新しろとり斎場
健遊館
株式会社 日中物産
有限会社 伊藤新聞店
ミズタニ機販株式会社
有限会社 コジマ
アクティブインターナショナル株式会社
八百善 多志満
宗教法人 想念寺
サークルぐーちょきぱー
楠精工株式会社

地域支えあい事業に関するご相談・お問い合わせは裏面まで

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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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。（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）

　小雨の降る４月１６日（金）午後２時、切戸町にあるNPO法人ポトスの部屋（以下「ポトス」という）
を取材してきました。少し急な階段をのぼると、そこには、20畳ほどの子ども部屋のような雰囲
気がただようどこか懐かしい教室がありました。その教室には、楽しそうに笑いながらスタッフの
荷物運びを手伝ったり、勉強を教えあったりしている３人の中高生がいました。
　ポトスは、ひとり親家庭や生活保護家庭などの主に中学生を対象とした居場所づくりや学習支
援（学び場）、悩み相談などを行っています。学び場の利用者は３つの教室を合わせて１７名。
スタッフは、学習スタッフ、学生サポーター、IT整備担当、社会福祉士、おにぎり作り担当（コロナ
禍の間はお休み）など総勢３３名。学習能力だけでなく、生活環境や心に合わせたサポートをする
ために、学習支援はマンツーマン。そうして、子どもたちとの信頼関係を築いているようです。
　『学習だけではなく、「生きる力」を育みたい。』『コロナ禍では特に、学校でもなく、家庭でもない子どもたちの「サードプレイス（第３

の居場所）」が必要だと痛感した』と話す山田代表と桒山副代表。子どもたちは高校の合格発
表の嬉しい報告のほか、制服を見せに来てくれたり、学校の話をしに来たり、また、高校入学
後も引き続きポトスの部屋に来る子も何人かいるそうです。
　ある子が「ポトスは家だから」と言ったそうです。子どもたちにとっては、サードプレイスとい
うより、「大きな家族」のようです。
　核家族化、家族機能の変化を感じる昨今において、わたしたちは、このあたたかくて大きな
家族が今後も広がり続けることを願っています。

新規オープン

いきいきサロン
の

ご紹介

ふ れ あ い

三本松シニアサロン
●日　時／毎月第１・３土曜日　午後１：３０～4：００
●場　所／三本松町公民館
●内　容／第１（土）…麻雀・茶話会
 第３（土）…折り紙・茶話会

麻雀、折り紙は脳トレになりますよ！
手先を動かしながら、楽しくおしゃべり
しませんか。お気軽にご参加ください！

サロンで作りました！

参加費
無料

認知症の人の想いを周囲に伝え、より良い支援になるための『あったか熱田区つながり手帳』が改訂されました。
この『つながり手帳』は、制度や認知症カフェ・もの忘れ相談医等の情報が更新されています。
配布を希望される方は区役所・いきいき支援センターまでお願いします。

毎回、講師のお話を聴いたあと、同じ想いを抱えた介護者
の皆さん同士で話しあい、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。
●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
 ・６月１４日（月）　
  認知症について正しく理解しよう
 ・７月１２日（月）　
  認知症の人への関わり方を学ぼう
 ・８月 ２日（月）　
  いろいろな制度について知ろう　

家族教室

「認知症」の知識や症状・治療、ご本人・ご家族が抱える不安
などについて、医師（もの忘れ相談医）が相談対応します。
●対　象／認知症の症状等について相談を希望する方
●日　時／毎月指定日　午後2：００～3：３０（一人３０分程度）
 ・６月２５日（金）
 ・７月３０日（金）
 ・８月２７日（金）
 ・９月２４日（金）

もの忘れ相談医による専門相談

日頃の介護の悩みや不安など自由に話し合い、仲間づく
りを行います。
●対　象／認知症の方を介護されているご家族の方等
●日　時／午後１：３０～３：３０
 ・６月１８日(金)　
 ・７月１６日(金)　
 ・８月２０日(金)　
 ・９月１７日(金)

家族サロン（憩いの場）

認知症サポーターとは、認知症の人とご家族の地域での理
解者です。認知症についての正しい知識や対応方法を学ぶ
講座です。
●対　象／地域住民の方等１５名程度
●日　時／午後１：３０～３：００
 ・６月２５日（金）　
 ・７月３０日（金）　
 ・８月２４日（火）　
 ・９月２９日（水）

認知症サポーター養成講座

（事前予約制）

※いずれの会場も、会場は熱田区在宅サービスセンターです。
※新型コロナウイルス感染拡大等の状況により、開催を中止する場合もあります。

熱田区いきいき支援センター
電話671-3195　FAX 671-1155

熱田区いきいき支援センター分室 
電話682-2522　FAX682-2505

熱田区いき
いき支援センター

からのお知らせ

受講者には
オレンジリングを
差し上げます。

認知症に関する
取り組みのご案内
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、

認知症に関する各種講座や専門相談などを行っています。ぜひご参加ください。

『つながり手帳』が改訂されました！

サロンに関するご相談・お問い合わせは裏面まで

「ポトスは家族だから」子どもの居場所づくりと
学習支援のご紹介

～NPO法人ポトスの部屋 取材日記～

名古屋市熱田区切戸町3-105　
TEL 052-684-4033 

特定非営利活動法人

ポトスの部屋

すべて無料です

開催曜日と時間・会場 （祝日の場合は休みです）

開催曜日と時間 （祝日の場合は休みです）

学び場

居場所 フリースペース

午後6：00~8：00
午後5：30~7：30
午後7：00～9：00 ポトスの部屋教室

みなと診療所教室
打出荘教室

ポトスの部屋教室

月曜日 水曜日 金曜日

午後2:00~4:00 ポトスの部屋 ポトスの部屋 ポトスの部屋
月曜日 水曜日 金曜日

原則として中学校1年生～3年生

原則として12歳～18歳の人（状況により小学校５年生から応じます）

今回取材を受けていただいた山田代表と桒山副代表

ポトスの部屋教室
みなと診療所教室
打出荘教室

熱田区切戸町３-105
港区港楽３-７-18　みなと医療生協みなと診療所３階
中川区打出１丁目68番地　市営住宅打出荘集会室

お問い合わせ先
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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
6月号（年3回発行）
発行部数：3,550部75

福祉
F U K U S H I  A T S U T A

回
覧

この広報紙は賛助会費で作成しました。

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
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。

熱 田 児 童 館 だ よ り

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

お申し込み・お問い合わせ

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３年１月１日～３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。

●サークルぐーちょきぱー　様
●一般財団法人荒川磯慈善会　様
●匿名　４件

「コロナ禍だからこそみんなを笑顔に、元気にしたい！」と
感染防止対策をしながら活動しているボランティアさんがいます。
今回は、そんなボランティア活動をご紹介します。（取材日は、
「まん延防止等重点措置」実施期間前です）

ボランティア団体『熱田神楽保存会』の石川来民造さんが、
「放課後等デイサービスPasso（パッソ）クラブ」で太鼓の演
奏を行いました。生徒も演奏に参加して太鼓を叩き、上手く
叩けても、叩けなくてもみんな笑顔でいっぱいになりました。
生徒のみなさんが使っている太鼓は、区内の桶類製造卸販
売を営んでいる方からご寄付いただいた木製の桶です。
色々な人の善意がつながってPassoクラブのみなさんを元
気にしてくれました。

『熱田神楽保存会』の太鼓演奏

ピアノ演奏ボランティア『ファビュラス』の水野佐紀さんの
コンサートが4月２日、「デイサービスセンターおかひら」で
開かれ、利用者や職員を楽しませました。この日は母親の
水野佳子さんが敏腕アシスタントとして参加し、佐紀さんを
サポート。お二人は、利用者になじみのある童謡や唱歌、民
謡、歌謡曲、クラシック等、幅広いジャンルの曲を披露し、み
んなに癒しと笑顔を届けてくれました。

『ファビュラス』の
懐かしのにっぽん名曲コンサート

こんな時こそ

みんなに笑顔を
届けたい！

～コロナ禍でのボ
ランティア活動～

放課後等デイサービスPasso（パッソ）クラブ×
熱田神楽保存会×寄付の桶　

デイサービスセンターおかひら×
ファビュラス

七夕ウィーク
七夕に向けて短冊に願いを書いて飾り付けをしよう☆
●日　時／7月1日（木）～7日（水）　児童館開館中
●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

こども会議
児童館をもっと楽しい場所にするためにみんなで作戦会議をしよう☆
●日　時／７月17日（土）・9月26日（日）　いずれも午後２：00～３：00
●対　象／ 小学生、中学生、高校生
※当日自由参加・無料

熱田図書館さんによる読み聞かせです！どんなおはなしが聞けるか
な？お楽しみに♪

おはなし会

●日　時／7月９日（金）・９月10日（金）　いずれも午前10：30～11：00
●対　象／未就園児と保護者　当日定員４名

おもちゃ病院
こわれたおもちゃの修理をします！
●日　時／7月11日（日）・９月１２日（日）　いずれも午前10：00～12：00
※電子ゲーム不可

ベビーマッサージ＆ママビクス
マッサージを通してゆったりと親子でふれあう時間を過ごしましょう！
●日　時／7月16日（金）　午前10：30～11：30
●対　象／３～９ヵ月のお子さんとその保護者　８組
●申　込／７月８日（木）午前10：00～

おやこで運動あそび
一緒に体を使って楽しく体操しよう☆
●日　時／7月26日（月）　午前10：30～11：30
●対　象／幼児と保護者　10組
●申　込／７月17日（土）　午前10：00～

モノクロの似顔絵をかいてもらおう☆
似休さんの似顔絵コーナー

●日　時／７月18日（日）　午前10：00～12:00
●対　象／乳幼児親子　８組
●申　込／７月11日（日）　午前10：00～

こども科学教室　～空気ってすごーい～
ピピチュー先生の科学教室！自由研究はこれで決まり☆
●日　時／７月27日（火）　午後2：00～3：00
●対　象／小学生　１0名
●申　込／7月18日（日）　午前10：00～

※今号に記載された内容等につきましては、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。
　前号において感染対策が不足していると感じられる写真が一部ございましたことをお詫びいたします。

●日　時／7月12日（月）　午後1：30～2：40　
●講　師／神谷佳代子（かみやかよこ）さん
●費　用／無料　
●定　員／18人　
●申　込／７月5日（月）　
 午前9：30から電話で先着順

1リズムで元気大集合
自分の体を楽器に見立てリズムを楽しみましょう 認知症予防と物忘れ外来について

●日　時／7月21日（水）　午後1：30～2：30　
●担　当／熊澤和彦（くまざわかずひこ）医師
●費　用／無料　
●定　員／10人
●申　込／７月12日（月）
 午前9：30から電話で先着順

2医師による健康講話

●日　時／8月30日（月）　午前10：00～11：30
●講　師／星原好子（ほしはらよしこ）さん　●費　用／無料　●定　員／30人
●持　物／長いタオル、飲み物（水分補給）、上靴、靴入れ袋
●申　込／8月20日（金）　午前9：30から電話で先着順

43B（さんびー）体操
みんなで楽しく健康づくり げんきが湧く体操をご一緒に♬

●日　時／9月6日（月）　午前10：00～11：30
●講　師／横川珠姫（よこがわたまき）さん　●費　用／無料　●定　員／30人
●持　物／飲み物（水分補給）、上靴、靴入れ袋
●申　込／8月31日（火）　午前9：30から電話で先着順

5げんき体操

●日　時／7月29日（木）　午後2：30～4：00　
●講　師／竹内ケイ（たけうちけい）さん
●費　用／無料　
●定　員／20人
●持　物／折り紙、のり、はさみ、カッター、クリップ　
●申　込／７月21日（水）
 午前9：30から電話で先着順

3折り紙の時間

マッサージを通してゆったりと親子でふれあう時間を過ごしましょう！

電話申込可
先着順

ピピチュー先生の科学教室！自由研究はこれで決まり☆
電話申込可
先着順

電話申込可
先着順

電話申込可
先着順

電話申込可
先着順

ベビータイム　～ベビーマッサージ＆ママビクス～
マッサージを通してゆったりと親子でふれあう時間を過ごしましょう！
●日　時／8月20日（金）　午前10：30～11：30
●対　象／３～９ヵ月のお子さんとその保護者　８組
●申　込／8月13日（金）午前10：00～

あっちゃんタイム
ボランティアのお兄さんお姉さんと一緒に遊ぼう☆
●日　時／9月18日（土）　午後3：00～4：00　●対　象／小学生、中学生、高校生　※当日自由参加・無料

ベビータイム　～ベビーマッサージ～
マッサージを通してゆったりと親子でふれあう時間を過ごしましょう！
●日　時／9月28日（火）　午前10：30～11：30
●対　象／２～５ヵ月のお子さんとその保護者　８組
●申　込／９月22日（水）午前10：00～

電話申込可
先着順

ボランティアに関するご相談・お問い合わせは裏面まで

08-FUKUSHI ATSUTA FUKUSHI ATSUTA-01


