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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 （令和３年9月１日～12月３１日分）

※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。

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。

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
●第一生命保険株式会社 中京総合支社 中京エリア　様
●熱田区仏教会　様　
●熱田鯱城会　様　
●赤津機械株式会社　様
●名古屋工学院専門学校高等課程生徒会　様
●匿名　４件

※おもちゃ図書館は
　貸出のみ行います。

チルドレンタイム
親子で楽しく遊べるプログラムがいっぱい！
●日　時／2月16日（水）・３月９日（水）　午前10:00～11:00　
　　　　　当日定員10組
●内　容／2月16日（水）「うたってあそぼう」
　　　　　３月９日（水）「おもちゃ図書館」

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／２月18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／２月12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／２月19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／３月18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／３月10日（木）午前10：00～申　込／３月10日（木）午前10：00～

電話申込可
先着順

げんきが湧く軽い体操をご一緒に！
●日　時／３月７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／３月２日（水）午前9：30から電話で先着順

げんき体操

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを修理します！
●日　時／３月13日（日）　
　午前10：00～12：00
※電子ゲーム不可

◀

「第一生命保険株式会社　
　中京総合支社　中京エリア様」
　大型絵本の寄付

◀
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おはなし会
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♪
●日　時／３月４日（金）　午前10：30～11：00
●対　象／未就園児とその保護者　当日定員 8組

●日　時／３月16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10日（木）午前9：30から電話で先着順

医師による健康相談

●日　時／３月29日（火）　午後1：30～2：30　
●費　用／無料　 ●定　員／15人　
●申　込／３月17日（木）午前9：30から電話で先着順

あったか倶楽部
認知症予防リーダーと一緒に脳トレ活動しませんか

●日　時／３月24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／３月16日（水）午前9：30から電話で先着順

折り紙の時間

諏訪 光春さん
熱田区長賞

白鳥小６年

入賞
作品

ポスター
の部

鈴木 明依さん

熱田区共同募金
委員会長賞

沢上中３年

大畑 絢花さん
熱田区社会福祉協議会長賞

大宝小５年

仲里 光遼さん
優秀賞

野立小５年 伊藤 芽衣さん
佳　作

千年小１年

伊藤 結衣さん

審査員特別賞
千年小４年

井口 可奈子さん

佳　作
千年小２年

小野 心丸知さん

熱田区長賞
沢上中３年

佐  々美紀さん

優秀賞
日比野中１年

宗宮 可奈さん

熱田区社会福祉協議会長賞
宮中２年

花井 陽織さん

審査員特別賞
白鳥小３年

宗宮 有里さん

佳　作
千年小４年

伊地知 真梨さん

佳　作
旗屋小６年

白鳥小１年　圓藤 暖久さん
白鳥小２年　田中 亜理紗さん
大宝小２年　羽谷 心遥さん
白鳥小３年　水谷 旺次郎さん
船方小３年　永井 佑佳さん

白鳥小４年　　髙井 瑛介さん
野立小４年　　市野 芹奈さん
白鳥小６年　　水藤 虹永さん
大宝小６年　　秋山 怜亮さん
日比野中２年　佐藤 千華さん

入 選 入 選
旗屋小３年　辻畑 琴菜さん
白鳥小４年　加藤 りさ子さん
白鳥小４年　齊藤 菜生さん
旗屋小５年　栗林 優佳さん
旗屋小５年　辻畑 花笑さん

大宝小５年　　川野 未結さん
千年小６年　　井上 颯人さん
宮中２年　　　立石 遥さん
日比野中２年　上島 礼菜さん
沢上中３年　　服部 美海さん

入賞
作品

書道の部

作品

区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道 749点、ポスター342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。

第73回
赤い羽根協賛児童生徒作品熱田区コンクール

区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道 749点、ポスター342点のご応募をいただきました。

赤い羽根協賛児童生徒作品熱田区コンク
区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道 749点、ポスター342点のご応募をいただきました。

ール

佐野 彩佳さん

熱田区共同募金
委員会長賞

千年小６年
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赤い羽根共同募金への赤い羽根共同募金への
ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！

街頭募金を行いました。コロナ禍ですので、大きな声での街頭募金とはいきませんが、
各団体の皆様にご協力いただき、区内の各所で街頭募金を実施しました。

赤い羽根募金箱設置にご協力いただきました

協力店（35か所）の皆様、ありがとうございました。

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に熱田

神宮の各門前で募金活動を行いました。

朔日市（熱田神宮）10月1日 

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に熱田神宮の

各門前で募金活動を行いました。

朔日市（熱田神宮）12月1日 

　　
女性会イベント
（熱田文化小劇場）

女性会の皆様
に募金へ協力
していただき
ました。

12月14日 

白鳥学区防災講演会
＆心の絆コンサート
（センチュリーホール）

学区の皆様と一緒に募
金活動を行い、子どもか
ら大人まで幅広い皆様
に募金の協力をしてい
ただきました。

12月27日 

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に圓通寺の各
所で募金

活動を行いました。

朔日市（圓通寺）11月1日 

これは手芸ボランティアグループ「ハンドクラフトあ
つ

た」の皆様が、寄付で頂いた畳の縁を活用し手作りし
て

くださったものです。街頭募金でもとても好評でした
！

街頭募金では、募金へご協力くださった方々

へ感謝をお伝えしたいと、数量限定で

カードケースをお渡ししました。
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熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

熱田区いきいき支援センター

TEL 671-3195 
FAX 671-1155

熱田区いきいき支援センター 分室

TEL 682-2522 
FAX 682-2505

お 問 い

合 わ せ

「いきいき体力測定会」
を開催しました！
「いきいき体力測定会」
を開催しました！

11月 8日、12月2・23日の3日間の日程で、
名古屋学院大学リハビリテーション学部の協力
により「いきいき体力測定会」を開催し、区内在
住の 65歳以上の方・30 名が参加されました。
1 回目に体力測定、2 回目は体力測定に応じた
運動指導、3回目は 2回目に受けた運動指導を
自宅で継続した結果の評価という3 回シリーズ
で、参加者の
皆さんからも
好評でした。

『認知症ってなあに？』
絵画作品展示を行いました。
『認知症ってなあに？』
絵画作品展示を行いました。

認知症に関する正しい理
解と普及啓発を目的とし
た『認知症ってなあに？』
絵画作品の展示を、11月
2日（火）～30日（火）まで

熱田図書館で行いました。
熱田区在住・在学の小学生106名の方から応募があ
りました。どの作品にも認知症サポーターの証である
「オレンジリング」「ロバ隊長」が、個性豊かに描かれ
ていました。また、熱田図書館による認知症に関する
書籍の展示紹介コーナーもあり、多
くの人に認知症について知ってい
ただく機会になりました。

書籍の展示紹介コーナーもあり、多
くの人に認知症について知ってい

名古屋市では『いきいき支援センター』と呼ばれている当
センターは、各市町村では『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。

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。参加費・相談
費用は無料です。

●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。
3/18（金）、4/22(金)、5/20(金)、6/17 (金)　13:00～15:30

認
知
症
家
族
支
援
事
業

●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。
2/25（金）、3/25(金)、４/22 (金)、5/27 (金)、6/24 (金)　14:00～15:30

※予約制　
　1人30分程度

●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。　　
４/18（月）、５/16（月）、６/20（月）、７/19（月）、８/15（月）

おひさまクラブ
参加者募集！
おひさまクラブ
参加者募集！
名古屋市高齢者はつ

らつ長寿推進事業

おひさまクラブは、
住み慣れた地域の会

場で、

体操・工作・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）

対象 令和４年４月～９月の
６ヶ月間（前期）

※年間で２期実施（後期は１０月～翌年３月）

参加
期間

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
※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4年2月10日（木）～令和4年2月28日（月）
　　　 　　期間中に熱田区社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。
　　　 　　　　※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）

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。

お気軽にお問い合わ
せください。

　 作 品 展 示 会

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り中止の間、熱田区役所にて月に一回作品
展示会を開催してきました。参加者さんへ題
材を郵送し、自宅で色塗りやちぎり絵など自
由に装飾していただき、それを集めて「ぶど
う園」や「栗農園」を作りました。１２月の「クリ
スマスツリー」も大変好評をいただきました。

各会場の様子をブログ
で紹介しています。 で検索可能おひさまクラブ通信

見学、体
験も可能

お電話
にて予

約してく
ださい

男性
 歓迎

見学、体
験

お電話
にて予

約してく
ださい

見学見学
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おひさまクラブ
参加者募集！
おひさまクラブ
参加者募集！
名古屋市高齢者はつ
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月
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※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4年2月10日（木）～令和4年2月28日（月）
　　　 　　期間中に熱田区社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。
　　　 　　　　※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）

会場でお手伝いいた
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募集も随時行っており
ます。

お気軽にお問い合わ
せください。

　 作 品 展 示 会

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り中止の間、熱田区役所にて月に一回作品
展示会を開催してきました。参加者さんへ題
材を郵送し、自宅で色塗りやちぎり絵など自
由に装飾していただき、それを集めて「ぶど
う園」や「栗農園」を作りました。１２月の「クリ
スマスツリー」も大変好評をいただきました。

各会場の様子をブログ
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赤い羽根共同募金への赤い羽根共同募金への
ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！

街頭募金を行いました。コロナ禍ですので、大きな声での街頭募金とはいきませんが、
各団体の皆様にご協力いただき、区内の各所で街頭募金を実施しました。

赤い羽根募金箱設置にご協力いただきました

協力店（35か所）の皆様、ありがとうございました。

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に熱田

神宮の各門前で募金活動を行いました。

朔日市（熱田神宮）10月1日 

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に熱田神宮の

各門前で募金活動を行いました。

朔日市（熱田神宮）12月1日 

　　
女性会イベント
（熱田文化小劇場）

女性会の皆様
に募金へ協力
していただき
ました。

12月14日 

白鳥学区防災講演会
＆心の絆コンサート
（センチュリーホール）

学区の皆様と一緒に募
金活動を行い、子どもか
ら大人まで幅広い皆様
に募金の協力をしてい
ただきました。

12月27日 

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に圓通寺の各
所で募金

活動を行いました。

朔日市（圓通寺）11月1日 

これは手芸ボランティアグループ「ハンドクラフトあ
つ

た」の皆様が、寄付で頂いた畳の縁を活用し手作りし
て

くださったものです。街頭募金でもとても好評でした
！

街頭募金では、募金へご協力くださった方々

へ感謝をお伝えしたいと、数量限定で

カードケースをお渡ししました。
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熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

熱田区いきいき支援センター

TEL 671-3195 
FAX 671-1155

熱田区いきいき支援センター 分室

TEL 682-2522 
FAX 682-2505

お 問 い

合 わ せ

「いきいき体力測定会」
を開催しました！
「いきいき体力測定会」
を開催しました！

11月 8日、12月2・23日の3日間の日程で、
名古屋学院大学リハビリテーション学部の協力
により「いきいき体力測定会」を開催し、区内在
住の 65歳以上の方・30 名が参加されました。
1 回目に体力測定、2 回目は体力測定に応じた
運動指導、3回目は 2回目に受けた運動指導を
自宅で継続した結果の評価という3 回シリーズ
で、参加者の
皆さんからも
好評でした。

『認知症ってなあに？』
絵画作品展示を行いました。
『認知症ってなあに？』
絵画作品展示を行いました。

認知症に関する正しい理
解と普及啓発を目的とし
た『認知症ってなあに？』
絵画作品の展示を、11月
2日（火）～30日（火）まで

熱田図書館で行いました。
熱田区在住・在学の小学生106名の方から応募があ
りました。どの作品にも認知症サポーターの証である
「オレンジリング」「ロバ隊長」が、個性豊かに描かれ
ていました。また、熱田図書館による認知症に関する
書籍の展示紹介コーナーもあり、多
くの人に認知症について知ってい
ただく機会になりました。

書籍の展示紹介コーナーもあり、多
くの人に認知症について知ってい

名古屋市では『いきいき支援センター』と呼ばれている当
センターは、各市町村では『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。

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。参加費・相談
費用は無料です。

●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。
3/18（金）、4/22(金)、5/20(金)、6/17 (金)　13:00～15:30

認
知
症
家
族
支
援
事
業

●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。
2/25（金）、3/25(金)、４/22 (金)、5/27 (金)、6/24 (金)　14:00～15:30

※予約制　
　1人30分程度

●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。　　
４/18（月）、５/16（月）、６/20（月）、７/19（月）、８/15（月）

新 規
オープン

! ふれあいいきいきサロンのご紹介ふれあいいきいきサロンのご紹介

健康のために　日々の充実のために
朝の１時間を一緒に過ごしませんか
道具はすべて用意しています
コロナに負けずおしゃべりしながら
体を動かしましょう

※写真撮影時のみ、マスクを外しています。　

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）

ふれあいい
きいきサロンとは？

初心者大歓迎！
グランドゴルフ、おしゃべり

サロンきずな（白鳥学区）サロンきずな（白鳥学区）
内　容

神宮東公園　南側グランド
（熱田区三本松町）

場　所

初級者／毎週月、水、金曜日
　　　　午前9:00～10:00
上級者／毎日　午前7:30～

日　時
※雨天中止

サロンに関するご相談・お問い合わせは裏表紙下部まで

寝具クリーニング事業寝具クリーニング事業
～ふわふわのお布団でよい夢を～～ふわふわのお布団でよい夢を～
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、60名余の申込みがありました。

ハンドクラフトあつたハンドクラフトあつた活動紹介

生活介護事業所シンフォニー（熱田区六番）から製作依頼のあった消毒液カバーを、
『ハンドクラフトあつた』のメンバーを代表し小沢さんがお届けに行きました。
人形の衣装作りが趣味の小沢さんがデザインし、華やかなドレス型のカバーに
仕上がりました。上部にゴムを入れ、消毒液のボトルに簡単につけられるように
工夫されています。

ボランティアグループ『ハンドクラフトあつた』

仕上がりました。上部にゴムを入れ、消毒液のボトルに簡単につけられるように仕上がりました。上部にゴムを入れ、消毒液のボトルに簡単につけられるように

「かわいい」「利用者の
方にも使いやすい」と

とても喜んでいただきま
した。

「かわいい」「利用者の
方にも使いやすい」と

とても喜んでいただきま
した。

とても喜んでいただきま
した。
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赤い羽根共同募金への赤い羽根共同募金への
ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！

街頭募金を行いました。コロナ禍ですので、大きな声での街頭募金とはいきませんが、
各団体の皆様にご協力いただき、区内の各所で街頭募金を実施しました。

赤い羽根募金箱設置にご協力いただきました

協力店（35か所）の皆様、ありがとうございました。

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に熱田

神宮の各門前で募金活動を行いました。

朔日市（熱田神宮）10月1日 

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に熱田神宮の

各門前で募金活動を行いました。

朔日市（熱田神宮）12月1日 

　　
女性会イベント
（熱田文化小劇場）

女性会の皆様
に募金へ協力
していただき
ました。

12月14日 

白鳥学区防災講演会
＆心の絆コンサート
（センチュリーホール）

学区の皆様と一緒に募
金活動を行い、子どもか
ら大人まで幅広い皆様
に募金の協力をしてい
ただきました。

12月27日 

各学区の民生児童委員の皆様と一緒に圓通寺の各
所で募金

活動を行いました。

朔日市（圓通寺）11月1日 

これは手芸ボランティアグループ「ハンドクラフトあ
つ

た」の皆様が、寄付で頂いた畳の縁を活用し手作りし
て

くださったものです。街頭募金でもとても好評でした
！

街頭募金では、募金へご協力くださった方々

へ感謝をお伝えしたいと、数量限定で

カードケースをお渡ししました。
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熱田区いきいき支援センターからのお知らせ

熱田区いきいき支援センター

TEL 671-3195 
FAX 671-1155

熱田区いきいき支援センター 分室

TEL 682-2522 
FAX 682-2505

お 問 い

合 わ せ

「いきいき体力測定会」
を開催しました！
「いきいき体力測定会」
を開催しました！

11月 8日、12月2・23日の3日間の日程で、
名古屋学院大学リハビリテーション学部の協力
により「いきいき体力測定会」を開催し、区内在
住の 65歳以上の方・30 名が参加されました。
1 回目に体力測定、2 回目は体力測定に応じた
運動指導、3回目は 2回目に受けた運動指導を
自宅で継続した結果の評価という3 回シリーズ
で、参加者の
皆さんからも
好評でした。

『認知症ってなあに？』
絵画作品展示を行いました。
『認知症ってなあに？』
絵画作品展示を行いました。

認知症に関する正しい理
解と普及啓発を目的とし
た『認知症ってなあに？』
絵画作品の展示を、11月
2日（火）～30日（火）まで

熱田図書館で行いました。
熱田区在住・在学の小学生106名の方から応募があ
りました。どの作品にも認知症サポーターの証である
「オレンジリング」「ロバ隊長」が、個性豊かに描かれ
ていました。また、熱田図書館による認知症に関する
書籍の展示紹介コーナーもあり、多
くの人に認知症について知ってい
ただく機会になりました。

書籍の展示紹介コーナーもあり、多
くの人に認知症について知ってい

名古屋市では『いきいき支援センター』と呼ばれている当
センターは、各市町村では『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。

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。参加費・相談
費用は無料です。

●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。
3/18（金）、4/22(金)、5/20(金)、6/17 (金)　13:00～15:30

認
知
症
家
族
支
援
事
業

●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。
2/25（金）、3/25(金)、４/22 (金)、5/27 (金)、6/24 (金)　14:00～15:30

※予約制　
　1人30分程度

●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。　　
４/18（月）、５/16（月）、６/20（月）、７/19（月）、８/15（月）

新 規
オープン

! ふれあいいきいきサロンのご紹介ふれあいいきいきサロンのご紹介

健康のために　日々の充実のために
朝の１時間を一緒に過ごしませんか
道具はすべて用意しています
コロナに負けずおしゃべりしながら
体を動かしましょう

※写真撮影時のみ、マスクを外しています。　

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）

ふれあいい
きいきサロンとは？

初心者大歓迎！
グランドゴルフ、おしゃべり

サロンきずな（白鳥学区）サロンきずな（白鳥学区）
内　容

神宮東公園　南側グランド
（熱田区三本松町）

場　所

初級者／毎週月、水、金曜日
　　　　午前9:00～10:00
上級者／毎日　午前7:30～

日　時
※雨天中止

サロンに関するご相談・お問い合わせは裏表紙下部まで

寝具クリーニング事業寝具クリーニング事業
～ふわふわのお布団でよい夢を～～ふわふわのお布団でよい夢を～
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、60名余の申込みがありました。

ハンドクラフトあつたハンドクラフトあつた活動紹介

生活介護事業所シンフォニー（熱田区六番）から製作依頼のあった消毒液カバーを、
『ハンドクラフトあつた』のメンバーを代表し小沢さんがお届けに行きました。
人形の衣装作りが趣味の小沢さんがデザインし、華やかなドレス型のカバーに
仕上がりました。上部にゴムを入れ、消毒液のボトルに簡単につけられるように
工夫されています。

ボランティアグループ『ハンドクラフトあつた』

仕上がりました。上部にゴムを入れ、消毒液のボトルに簡単につけられるように仕上がりました。上部にゴムを入れ、消毒液のボトルに簡単につけられるように

「かわいい」「利用者の
方にも使いやすい」と

とても喜んでいただきま
した。

「かわいい」「利用者の
方にも使いやすい」と

とても喜んでいただきま
した。

とても喜んでいただきま
した。
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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。

2022
2月号（年3回発行）
発行部数：3,550部77

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
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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 （令和３年9月１日～12月３１日分）

※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。

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。

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
●第一生命保険株式会社 中京総合支社 中京エリア　様
●熱田区仏教会　様　
●熱田鯱城会　様　
●赤津機械株式会社　様
●名古屋工学院専門学校高等課程生徒会　様
●匿名　４件

※おもちゃ図書館は
　貸出のみ行います。

チルドレンタイム
親子で楽しく遊べるプログラムがいっぱい！
●日　時／2月16日（水）・３月９日（水）　午前10:00～11:00　
　　　　　当日定員10組
●内　容／2月16日（水）「うたってあそぼう」
　　　　　３月９日（水）「おもちゃ図書館」

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／２月18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／２月12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／２月19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／３月18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／３月10日（木）午前10：00～申　込／３月10日（木）午前10：00～

電話申込可
先着順

げんきが湧く軽い体操をご一緒に！
●日　時／３月７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／３月２日（水）午前9：30から電話で先着順

げんき体操

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを修理します！
●日　時／３月13日（日）　
　午前10：00～12：00
※電子ゲーム不可

◀

「第一生命保険株式会社　
　中京総合支社　中京エリア様」
　大型絵本の寄付

◀

「
名
古
屋
工
学
院
専
門

　
学
校
高
等
課
程
生
徒
会
様
」

◀「
熱
田
区
女
性
協
議
会
様
」

おはなし会
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♪
●日　時／３月４日（金）　午前10：30～11：00
●対　象／未就園児とその保護者　当日定員 8組

●日　時／３月16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10日（木）午前9：30から電話で先着順

医師による健康相談

●日　時／３月29日（火）　午後1：30～2：30　
●費　用／無料　 ●定　員／15人　
●申　込／３月17日（木）午前9：30から電話で先着順

あったか倶楽部
認知症予防リーダーと一緒に脳トレ活動しませんか

●日　時／３月24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／３月16日（水）午前9：30から電話で先着順

折り紙の時間

諏訪 光春さん
熱田区長賞

白鳥小６年

入賞
作品

ポスター
の部

鈴木 明依さん

熱田区共同募金
委員会長賞

沢上中３年

大畑 絢花さん
熱田区社会福祉協議会長賞

大宝小５年

仲里 光遼さん
優秀賞

野立小５年 伊藤 芽衣さん
佳　作

千年小１年

伊藤 結衣さん

審査員特別賞
千年小４年

井口 可奈子さん

佳　作
千年小２年

小野 心丸知さん

熱田区長賞
沢上中３年

佐  々美紀さん

優秀賞
日比野中１年

宗宮 可奈さん

熱田区社会福祉協議会長賞
宮中２年

花井 陽織さん

審査員特別賞
白鳥小３年

宗宮 有里さん

佳　作
千年小４年

伊地知 真梨さん

佳　作
旗屋小６年

白鳥小１年　圓藤 暖久さん
白鳥小２年　田中 亜理紗さん
大宝小２年　羽谷 心遥さん
白鳥小３年　水谷 旺次郎さん
船方小３年　永井 佑佳さん

白鳥小４年　　髙井 瑛介さん
野立小４年　　市野 芹奈さん
白鳥小６年　　水藤 虹永さん
大宝小６年　　秋山 怜亮さん
日比野中２年　佐藤 千華さん

入 選 入 選
旗屋小３年　辻畑 琴菜さん
白鳥小４年　加藤 りさ子さん
白鳥小４年　齊藤 菜生さん
旗屋小５年　栗林 優佳さん
旗屋小５年　辻畑 花笑さん

大宝小５年　　川野 未結さん
千年小６年　　井上 颯人さん
宮中２年　　　立石 遥さん
日比野中２年　上島 礼菜さん
沢上中３年　　服部 美海さん

入賞
作品

書道の部

作品

区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道 749点、ポスター342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。

第73回
赤い羽根協賛児童生徒作品熱田区コンクール

区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道 749点、ポスター342点のご応募をいただきました。

赤い羽根協賛児童生徒作品熱田区コンク
区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、書道 749点、ポスター342点のご応募をいただきました。

ール

佐野 彩佳さん

熱田区共同募金
委員会長賞

千年小６年
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