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❶ 65歳以上のひとり暮らしの方　
❷ 65歳以上の方のみの世帯　
❸ 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・家族と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利用

対象者

お申し込み・お問い合わせは裏表紙下部まで

１回500円　
対象者が常時使用している
敷布団・掛布団・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。

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日後にフカフカのお布団をお届けします。
※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。

10月8日（金）～10月29日（金）
70名（応募多数の場合抽選となります。）

利用料

対象寝具

申込期間

実施時期

募集人数

（羊毛、毛布、サイズ問わず）

※ただし、生活保護費を受給されている方は無料

業者が
布団をお

預かりして
にしてお返しします!ふかふかクリーニン
グ

クリーニン
グ

寝具寝具
サービス事業サービス事業
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ホームページでもご覧いただけます。
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この広報誌は賛助会費で作成しました。 FUKUSHI ATSUTA-01

福祉
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06-FUKUSHI ATSUTA

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

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。
●名古屋ヤクルト販売株式会社　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
●田村　富士雄　様　　　●匿名　４件

※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。

●日　時／10月28日（木）　午後2：30～4：00　
●講　師／折り紙作家 竹内ケイさん
●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／10月25日（月）
　　　　　午前9：30から電話で先着順

折り紙の時間

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／11月27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

お正月あそび
昔ながらのおもちゃで遊ぼう！
●日　時／１月６日（木）　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

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを修理します！
●日　時／11月14日（日）　
　午前10：00～12：00
※電子ゲーム不可

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／11月28日（日）　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／11月20日（土）午前10：00～

あっちゃんタイム
名古屋学院大学のお兄さんお姉さんと一緒に遊ぼう♪
●日　時／１月15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　～元気なお口の育て方～
歯科衛生士さんによる元気なお口の育て方についてのお話♪
●日　時／１月25日（火）　午前10：30～11：30　
●対　象／乳幼児親子　※当日自由参加・無料

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを修理します！
●日　時／１月９日（日）　
　午前10：00～12：00
※電子ゲーム不可

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／１月21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／１月14日（金）午前10：00～

げんきが湧く軽い体操をご一緒に！
●日　時／11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
●申　込／10月27日（水）
　　　　　午前9：30から電話で先着順

げんき体操

高齢者のための正しい水分摂取方法を知る
●日　時／11月12日（金）　午後１：30～２：30
●費　用／無料　
●定　員／15人
●申　込／11月５日（金）
　　　　　午前9：30から電話で先着順

明治食育セミナー　～命を守る水～

●日　時／11月30日（火）　午後1：30～2：40　
●講　師／神谷佳代子さん
●費　用／無料　
●定　員／18人　
●申　込／11月22日（月）
　　　　　午前9：30から電話で先着順

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

♫
★

★
♪

♪ ♬
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毎年、10月1日から12月31日までの期間、募金運動が実施されます。
熱田区内で集まった募金は、約 80％が熱田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。
本年も、皆さまのあたたかいご協力をお願いします。

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

赤い羽根共同募金にご協力ください

令和 3年度　目標額

一般募金　6,165,000円　　　歳末募金　206,000円

コロナ禍におけるつながり活動を紹介します！

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

おひさまクラブおひさまクラブ

ボランティアグループ

ハンドクラフトあつたハンドクラフトあつた
デイサービスセンターおかひら（野立町）から依頼のあった座
布団カバーが完成し、『ハンドクラフトあつた』の代表　柳瀬
さんから職員の方へ贈呈されました。
コロナ禍で活動が制限される中、メンバーの皆さんはご自宅
でそれぞれに製作を進めていたそうです。ロゴの再現はやは
り苦労したとのこと。岡平センター長と職員の皆さんも、完成
度の高さと忠実なロゴのアップリケに感動されていました。

ちょこっと・おひさまクラブ
新型コロナウイルス感染症の影響で中止の間、外出が減り、体を
動かす機会も減ってしまった参加者さんのために『ちょこっと・お
ひさまクラブ』を開催しました。密を避けるため、各会場でぬり絵
やチューブ体操セットを受け取ったら帰っていただく、というドライ
ブスルー方式。短い時間でしたが参加者さん同士でお顔を合わせ
ることができ、「久しぶり」「元気だった？」「またね」と声をかけ皆
さん嬉しそうでした。

作 品 展
朝顔のポストカードを、参加者さんそれぞれ
のアイデアでぬり絵やちぎり絵などに仕上
げていただき、熱田区役所 1 階で作品展を
開催しました。十人十色、ロビーは色とり
どりの朝顔が満開に。中には、飛び出す絵
本のような大作もあり、通りがかる方の目
を引いていました。

●● 毎月第１・３月曜日　午前 10:00～ 11:00
●● 喫茶バンバン（熱田区三番町 18-20）

サロン・ひまわり
日 時

場 所

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）

●●●●
いきいきサロンとは  ？ふ れ あ い

ひまわりのような明るいサロンです。どなたでも
参加ＯＫ！みんなで、楽しく交流しませんか。
おしゃべりを中心にやってます。
やりたいことがあれば、一緒にやりましょう
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
　講じながらの実施、もしくは開催を中止
　している場合があります。

新規
オープン

　　はぎれを利用したカバーに、「おかひら」の
ロゴをアップリケにして仕上げた、世界で一つ
のオリジナル座布団。

サロンに関するご相談・お問い合わせは裏表紙下部まで

落ちついたら来てね。

待ってま
す！

FUKUSHI ATSUTA-05

認知症
サポート医

保健師等

社会福祉士

認知症は 早期診断・早期治療 が大切です。

熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

■ 同じことを何回も言ったり聞いたりする

■ 置き忘れやしまい忘れが増え、いつも探し物をしている

■ 調理や運転などのミスが多くなった

■ 約束の日時や場所を間違える慣れた道で迷うことがある

■ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

■ ふさぎ込んで何をするのも億劫がるようになった

熱田区内の小学生から募集し
た『認知症になっても安心して
暮らせるまち 絵画作品』を熱
田図書館において展示します。
また展示に合わせて、認知症関
連の本を紹介します。ぜひご覧
ください。

認知症のご相談は

認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム
へご相談ください!!

11月2日（火）～11月18日（木）
展示期間

認知症初期集中支援チームとは……
保健師等と社会福祉士が訪問してお話を伺い、
必要に応じて認知症サポート医と連携しなが
ら、適切な医療や介護サービスの利用につない
だり、地域の見守りの輪を広げるものです。

熱田区いきいき支援センターでは、初期集中支援チーム以外にも、認知症に関する取り組みとして、
「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（申込制）。

お 問 い 合 わ せ

認知症早期発見の目安check

思いあたることがあれば、いきいき支援センターへ！

絵画作品

認知症に
なっても

安心して
暮らせるまち

展示のご案内

「

」

熱田区いきいき支援センター

TEL 671-3195 
熱田区神宮三丁目1番15号　区役所等複合施設6階

FAX 671-1155
熱田区いきいき支援センター 分室

TEL 682-2522 
熱田区大宝三丁目6番26号　シャンボール日比野１階

FAX 682-2505
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毎年、10月1日から12月31日までの期間、募金運動が実施されます。
熱田区内で集まった募金は、約 80％が熱田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。
本年も、皆さまのあたたかいご協力をお願いします。

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

赤い羽根共同募金にご協力ください

令和 3年度　目標額

一般募金　6,165,000円　　　歳末募金　206,000円

コロナ禍におけるつながり活動を紹介します！

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

おひさまクラブおひさまクラブ

ボランティアグループ

ハンドクラフトあつたハンドクラフトあつた
デイサービスセンターおかひら（野立町）から依頼のあった座
布団カバーが完成し、『ハンドクラフトあつた』の代表　柳瀬
さんから職員の方へ贈呈されました。
コロナ禍で活動が制限される中、メンバーの皆さんはご自宅
でそれぞれに製作を進めていたそうです。ロゴの再現はやは
り苦労したとのこと。岡平センター長と職員の皆さんも、完成
度の高さと忠実なロゴのアップリケに感動されていました。

ちょこっと・おひさまクラブ
新型コロナウイルス感染症の影響で中止の間、外出が減り、体を
動かす機会も減ってしまった参加者さんのために『ちょこっと・お
ひさまクラブ』を開催しました。密を避けるため、各会場でぬり絵
やチューブ体操セットを受け取ったら帰っていただく、というドライ
ブスルー方式。短い時間でしたが参加者さん同士でお顔を合わせ
ることができ、「久しぶり」「元気だった？」「またね」と声をかけ皆
さん嬉しそうでした。

作 品 展
朝顔のポストカードを、参加者さんそれぞれ
のアイデアでぬり絵やちぎり絵などに仕上
げていただき、熱田区役所 1 階で作品展を
開催しました。十人十色、ロビーは色とり
どりの朝顔が満開に。中には、飛び出す絵
本のような大作もあり、通りがかる方の目
を引いていました。

●● 毎月第１・３月曜日　午前 10:00～ 11:00
●● 喫茶バンバン（熱田区三番町 18-20）

サロン・ひまわり
日 時

場 所

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）

●●●●
いきいきサロンとは  ？ふ れ あい

ひまわりのような明るいサロンです。どなたでも
参加ＯＫ！みんなで、楽しく交流しませんか。
おしゃべりを中心にやってます。
やりたいことがあれば、一緒にやりましょう
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
　講じながらの実施、もしくは開催を中止
　している場合があります。

新規
オープン

　　はぎれを利用したカバーに、「おかひら」の
ロゴをアップリケにして仕上げた、世界で一つ
のオリジナル座布団。

サロンに関するご相談・お問い合わせは裏表紙下部まで

落ちついたら来てね。

待ってま
す！
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おしゃべりを中心にやってます。
やりたいことがあれば、一緒にやりましょう
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
　講じながらの実施、もしくは開催を中止
　している場合があります。

新規
オープン

　　はぎれを利用したカバーに、「おかひら」の
ロゴをアップリケにして仕上げた、世界で一つ
のオリジナル座布団。

サロンに関するご相談・お問い合わせは裏表紙下部まで

落ちついたら来てね。

待ってま
す！

FUKUSHI ATSUTA-05

認知症
サポート医

保健師等

社会福祉士

認知症は 早期診断・早期治療 が大切です。

熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

■ 同じことを何回も言ったり聞いたりする

■ 置き忘れやしまい忘れが増え、いつも探し物をしている

■ 調理や運転などのミスが多くなった

■ 約束の日時や場所を間違える慣れた道で迷うことがある

■ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

■ ふさぎ込んで何をするのも億劫がるようになった

熱田区内の小学生から募集し
た『認知症になっても安心して
暮らせるまち 絵画作品』を熱
田図書館において展示します。
また展示に合わせて、認知症関
連の本を紹介します。ぜひご覧
ください。

認知症のご相談は

認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム
へご相談ください!!

11月2日（火）～11月18日（木）
展示期間

認知症初期集中支援チームとは……
保健師等と社会福祉士が訪問してお話を伺い、
必要に応じて認知症サポート医と連携しなが
ら、適切な医療や介護サービスの利用につない
だり、地域の見守りの輪を広げるものです。

熱田区いきいき支援センターでは、初期集中支援チーム以外にも、認知症に関する取り組みとして、
「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（申込制）。

お 問 い 合 わ せ

認知症早期発見の目安check

思いあたることがあれば、いきいき支援センターへ！

絵画作品

認知症に
なっても

安心して
暮らせるまち

展示のご案内

「

」

熱田区いきいき支援センター

TEL 671-3195 
熱田区神宮三丁目1番15号　区役所等複合施設6階

FAX 671-1155
熱田区いきいき支援センター 分室

TEL 682-2522 
熱田区大宝三丁目6番26号　シャンボール日比野１階

FAX 682-2505

子どもの
居場所づくり

と
学習支援のご紹介

場所　想念寺（そうねんじ）
名古屋市熱田区旗屋町509
地下鉄神宮西駅①出口北へ徒歩２分
連絡先　あすなろクラブ（担当　渡辺観永）
電話 052-671-8639　FAX 052-682-5230
メール　sounennji@gmail.com

毎週水曜日
午後５:00～９:00

あすなろクラブ

参加
無料場所　場所　
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Asunaro Club
日が傾いても暑さがのこる7月28日（水）午後6時、想念寺の「あすなろクラブ」を取材してき

ました。
　玄関を開けると「こんばんは」と元気に出迎えてくれたスタッフが、室内に案内してくれまし
た。情報誌や漫画が置かれた廊下を通り、奥のホールに入ると電子ピアノの音色が聞こえてき
ました。まず、目に入っていたのは、ピアノを弾く大学生。ほかにも、小学校高学年くらいの子ど
もたち4名ほどとスタッフが楽しそうにおしゃべりをする姿がありました。
　「あすなろクラブ」は、主に小学5年生から中学3年生までが参加できるひとり親家庭の子ども
の居場所です。今年で4年目になります。生活習慣や学習習慣を身に着けることを目指して、ス
タッフ13名、食事づくりをしてくれるボランティア7名でこの居場所を作っています。参加登録者
は16名です。（取材時）
　スタッフの主な仕事は、「よりそい」だといいます。宿題、おしゃべり、ねんど遊び、音楽など何
をしてもよい場所で、一緒に過ごす時間の中で、スタッフが子どもたちの機微を敏感に受け止
め、話をします。何もしないスタッフもいます。そうした「何もしない大人」、「ピアノを弾く大人」、
「悩む大人」など、さまざまな「大人」を見せ、「すべてができる大人を目指さなくてもいいんだよ」
という優しいメッセージを言葉ではなく姿で見せています。そして、子どもたちの将来の夢を広
げています。ある子どもは、留学生に通訳をしているスタッフをみて、憧れ、英検の資格を取得し
ました。スタッフは20代が多く、親や学校の先生より近い年齢であるため、スタッフに自分の将
来を重ねやすいのかもしれません。
　「あすなろクラブ」を取材して、ここには何等かの声や音があるなと感じました。おしゃべりす
る声、笑い声、ピアノの音、包丁の音、食器の音…　にぎやかで、自分以外の誰かがいる安心感
があります。いろんな大人がよりそってくれ、ありのままの子どもたちが認められ、将来の可能性
を広げてくれる場所なんだと感じました。わたしたちは、そんな場所が、いつまでも続いてくれる
ことを願っています。
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野菜たっぷりの
食事をめしあがれ!

今回取材を受けていただいたスタッフの
杉山大空さんと成富千華さん
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ナリ ドミ チ カ

食事をつくってくれる
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毎年、10月1日から12月31日までの期間、募金運動が実施されます。
熱田区内で集まった募金は、約 80％が熱田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。
本年も、皆さまのあたたかいご協力をお願いします。

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

赤い羽根共同募金にご協力ください

令和 3年度　目標額

一般募金　6,165,000円　　　歳末募金　206,000円

コロナ禍におけるつながり活動を紹介します！

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

おひさまクラブおひさまクラブ

ボランティアグループ
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布団カバーが完成し、『ハンドクラフトあつた』の代表　柳瀬
さんから職員の方へ贈呈されました。
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さん嬉しそうでした。

作 品 展
朝顔のポストカードを、参加者さんそれぞれ
のアイデアでぬり絵やちぎり絵などに仕上
げていただき、熱田区役所 1 階で作品展を
開催しました。十人十色、ロビーは色とり
どりの朝顔が満開に。中には、飛び出す絵
本のような大作もあり、通りがかる方の目
を引いていました。

●● 毎月第１・３月曜日　午前 10:00～ 11:00
●● 喫茶バンバン（熱田区三番町 18-20）

サロン・ひまわり
日 時

場 所

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）

●●●●
いきいきサロンとは  ？ふ れ あい

ひまわりのような明るいサロンです。どなたでも
参加ＯＫ！みんなで、楽しく交流しませんか。
おしゃべりを中心にやってます。
やりたいことがあれば、一緒にやりましょう
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
　講じながらの実施、もしくは開催を中止
　している場合があります。

新規
オープン

　　はぎれを利用したカバーに、「おかひら」の
ロゴをアップリケにして仕上げた、世界で一つ
のオリジナル座布団。

サロンに関するご相談・お問い合わせは裏表紙下部まで

落ちついたら来てね。

待ってま
す！
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認知症は 早期診断・早期治療 が大切です。

熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

■ 同じことを何回も言ったり聞いたりする

■ 置き忘れやしまい忘れが増え、いつも探し物をしている

■ 調理や運転などのミスが多くなった

■ 約束の日時や場所を間違える慣れた道で迷うことがある

■ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった

■ ふさぎ込んで何をするのも億劫がるようになった

熱田区内の小学生から募集し
た『認知症になっても安心して
暮らせるまち 絵画作品』を熱
田図書館において展示します。
また展示に合わせて、認知症関
連の本を紹介します。ぜひご覧
ください。

認知症のご相談は

認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム
へご相談ください!!

11月2日（火）～11月18日（木）
展示期間

認知症初期集中支援チームとは……
保健師等と社会福祉士が訪問してお話を伺い、
必要に応じて認知症サポート医と連携しなが
ら、適切な医療や介護サービスの利用につない
だり、地域の見守りの輪を広げるものです。

熱田区いきいき支援センターでは、初期集中支援チーム以外にも、認知症に関する取り組みとして、
「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（申込制）。

お 問 い 合 わ せ

認知症早期発見の目安check

思いあたることがあれば、いきいき支援センターへ！
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熱田区いきいき支援センター

TEL 671-3195 
熱田区神宮三丁目1番15号　区役所等複合施設6階

FAX 671-1155
熱田区いきいき支援センター 分室

TEL 682-2522 
熱田区大宝三丁目6番26号　シャンボール日比野１階

FAX 682-2505
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と
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場所　想念寺（そうねんじ）
名古屋市熱田区旗屋町509
地下鉄神宮西駅①出口北へ徒歩２分
連絡先　あすなろクラブ（担当　渡辺観永）
電話 052-671-8639　FAX 052-682-5230
メール　sounennji@gmail.com

毎週水曜日
午後５:00～９:00
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Asunaro Club
日が傾いても暑さがのこる7月28日（水）午後6時、想念寺の「あすなろクラブ」を取材してき

ました。
　玄関を開けると「こんばんは」と元気に出迎えてくれたスタッフが、室内に案内してくれまし
た。情報誌や漫画が置かれた廊下を通り、奥のホールに入ると電子ピアノの音色が聞こえてき
ました。まず、目に入っていたのは、ピアノを弾く大学生。ほかにも、小学校高学年くらいの子ど
もたち4名ほどとスタッフが楽しそうにおしゃべりをする姿がありました。
　「あすなろクラブ」は、主に小学5年生から中学3年生までが参加できるひとり親家庭の子ども
の居場所です。今年で4年目になります。生活習慣や学習習慣を身に着けることを目指して、ス
タッフ13名、食事づくりをしてくれるボランティア7名でこの居場所を作っています。参加登録者
は16名です。（取材時）
　スタッフの主な仕事は、「よりそい」だといいます。宿題、おしゃべり、ねんど遊び、音楽など何
をしてもよい場所で、一緒に過ごす時間の中で、スタッフが子どもたちの機微を敏感に受け止
め、話をします。何もしないスタッフもいます。そうした「何もしない大人」、「ピアノを弾く大人」、
「悩む大人」など、さまざまな「大人」を見せ、「すべてができる大人を目指さなくてもいいんだよ」
という優しいメッセージを言葉ではなく姿で見せています。そして、子どもたちの将来の夢を広
げています。ある子どもは、留学生に通訳をしているスタッフをみて、憧れ、英検の資格を取得し
ました。スタッフは20代が多く、親や学校の先生より近い年齢であるため、スタッフに自分の将
来を重ねやすいのかもしれません。
　「あすなろクラブ」を取材して、ここには何等かの声や音があるなと感じました。おしゃべりす
る声、笑い声、ピアノの音、包丁の音、食器の音…　にぎやかで、自分以外の誰かがいる安心感
があります。いろんな大人がよりそってくれ、ありのままの子どもたちが認められ、将来の可能性
を広げてくれる場所なんだと感じました。わたしたちは、そんな場所が、いつまでも続いてくれる
ことを願っています。
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ふか ふか お 布団で よい
夢 を…

ふかかかか ふふふか おおおおお 布布布団団ででで よよよいい
夢夢 をををを…

ふか ふか お 布団で よい
夢 を…

❶ 65歳以上のひとり暮らしの方　
❷ 65歳以上の方のみの世帯　
❸ 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・家族と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利用

対象者

お申し込み・お問い合わせは裏表紙下部まで

１回500円　
対象者が常時使用している
敷布団・掛布団・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。

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日後にフカフカのお布団をお届けします。
※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。

10月8日（金）～10月29日（金）
70名（応募多数の場合抽選となります。）

利用料

対象寝具

申込期間

実施時期

募集人数

（羊毛、毛布、サイズ問わず）

※ただし、生活保護費を受給されている方は無料

業者が
布団をお

預かりして
にしてお返しします!ふかふかクリーニン
グ

クリーニン
グ

寝具寝具
サービス事業サービス事業

平成30年撮影

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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この広報誌は賛助会費で作成しました。 FUKUSHI ATSUTA-01

福祉
F U K U S H I  A T S U T A

06-FUKUSHI ATSUTA

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

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。
●名古屋ヤクルト販売株式会社　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
●田村　富士雄　様　　　●匿名　４件

※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。

●日　時／10月28日（木）　午後2：30～4：00　
●講　師／折り紙作家 竹内ケイさん
●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／10月25日（月）
　　　　　午前9：30から電話で先着順

折り紙の時間

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／11月27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

お正月あそび
昔ながらのおもちゃで遊ぼう！
●日　時／１月６日（木）　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

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを修理します！
●日　時／11月14日（日）　
　午前10：00～12：00
※電子ゲーム不可

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／11月28日（日）　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／11月20日（土）午前10：00～

あっちゃんタイム
名古屋学院大学のお兄さんお姉さんと一緒に遊ぼう♪
●日　時／１月15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　～元気なお口の育て方～
歯科衛生士さんによる元気なお口の育て方についてのお話♪
●日　時／１月25日（火）　午前10：30～11：30　
●対　象／乳幼児親子　※当日自由参加・無料

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを修理します！
●日　時／１月９日（日）　
　午前10：00～12：00
※電子ゲーム不可

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／１月21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／１月14日（金）午前10：00～

げんきが湧く軽い体操をご一緒に！
●日　時／11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
●申　込／10月27日（水）
　　　　　午前9：30から電話で先着順

げんき体操

高齢者のための正しい水分摂取方法を知る
●日　時／11月12日（金）　午後１：30～２：30
●費　用／無料　
●定　員／15人
●申　込／11月５日（金）
　　　　　午前9：30から電話で先着順

明治食育セミナー　～命を守る水～

●日　時／11月30日（火）　午後1：30～2：40　
●講　師／神谷佳代子さん
●費　用／無料　
●定　員／18人　
●申　込／11月22日（月）
　　　　　午前9：30から電話で先着順

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

♫
★

★
♪

♪ ♬


