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和野 恵一／松本 恵美子／株式会社m-earth／
森下 紀子／岐阜信用金庫／小沢 良行／愛知県
遊技業協同組合／中西電機工業株式会社／
名古屋市健康福祉局職員ワンコイン運動／
匿名14件

ご寄付ありがとうございました

福祉基金への寄付

使用済切手・書き損じはがき・使用済テレホンカード等

ご寄付・ご寄託・賛助会員のご紹介

市社協サポーター（賛助会員）のご紹介

（平成29年3月1日～平成29年5月31日受付分）
（敬称略、順不同）

みなみ新体操クラブ／武田 久美子／高年大学鯱城学園学生会社会参加委員会／瑞穂鯱城会／地域ボランティア
グループかがやき／えんがわ／フォーユー／陽明学区福祉推進協議会／がんぶらショップ／森上 昌子／佐藤 登代子／
山本 洋子／鈴木 加代子／社会福祉法人 八起会 養護老人ホーム誠和荘／ハリキッテ友の会／道徳学区地域福
祉推進協議会／手話ダンス四季の会／蔦井株式会社／戸田川グリーンヴィレッジ／東・北・昭和・瑞穂・中川・南・
守山区社会福祉協議会受付分／権利擁護センター／名古屋市認知症相談支援センター／シルバー人材センター
北部支部／匿名5件 団体名 　

公益財団法人ジョイセフ
ＮＰＯ法人誕生日ありがとう運動本部
タンザニア・ポレポレクラブ

活用方法
途上国の妊産婦と女性の命と健康を守る活動
知的ハンディキャップ問題の啓発
キリマンジャロ山（アフリカ）での植林活動

（平成29年3月1日～平成29年5月31日受付分）（敬称略、順不同）

平成28年度・平成29年度会員（平成29年5月31日現在）
（敬称略、順不同）

ご寄託ありがとうございました

株式会社クレシャス／鈴木 加代子／野田 聡／
鈴木 哲也／渡辺 賢次／株式会社せがわ住機／一般
社団法人空き家サービス／鷲見 修／北村 泰幸／
木村 剛／菊池 新悟／株式会社シーアイエス／株式会
社マルワ／古田 芳子／小池 博美／株式会社プラス／
伊藤 晴美／TIS株式会社／一般社団法人介護福祉士
実務者研修センター／安立久代／タック株式会社／
デュプロ販売株式会社／大島君義／岡田廣司／匿名７件

じむきょくちょうのつぶやき・・・じむきょくちょうのつぶやき・・・

【特集】福祉クローズアップ  
学びを生きがいに、地域社会の活力に 名古屋市高年大学 鯱城学園

ご寄託いただいた
使用済切手等は、次

の団体に

送付しました。

　相模原市やまゆり園の事件から１年が経ちますが、許し難い怒りと悲しみは消えません。報道での障がい者の存在
自体を否定する容疑者の発言などに、この事件の深さを感じますが、福祉に携わる者として深い闇と淵を見た思い
がします。期を同じくして開設した私どもの障害者差別相談センターの運営に当たり、差別が持つ複雑さ課題の大き
さの一方で、何より私たち一人ひとりの理解の努力こそが光となり得ることをあらためて痛感します。

名古屋市社会福祉協議会事務局長　立松 博

社協活動最前線
ー南区社会福祉協議会ー

ほっとはあとコーナー
・ 旬ボラを行く！～おてらおやつクラブ～
・ ボランティア・ＮＰＯウォッチング
・ きらっとボランティア・ＮＰＯらいぶ
・ なごボラヒストリー～こうしてボランティアは生まれた！～
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特 集 福祉クローズアップ特 集

体操の授業の様子

授業の様子

鶴舞公園清掃の様子

鯱城OB文化祭の様子

学びを生きがいに、
地域社会の活力に
名古屋市高年大学 鯱城学園名古屋市高年大学 鯱城学園

当初は３学科定員１２０名でスタートした鯱城学
園ですが、高齢者の多様なニーズに合わせ、社
会・生活・創造・地域の４コース１０専攻、定員
760名という大きな学園に発展しています。
「シルバーカレッジやカルチャーセンターとの
違いは、“専門講座”に加え“共通講座（教養講座

と地域活動学習講座）”があることでしょうか。
またクラブ活動や学生会、文化祭などもあり、大
学のミニ版といった感覚ですね」とおっしゃるの
は鈴木さん。
入学条件は、名古屋市在住の６０歳以上。陶芸
や園芸など創作意欲に溢れる方、とにかく学ん
でみたいという方、あるいは国際感覚を磨きた
いという方など、目的はさまざまです。
「平成２９年度から再入学制度をスタートした
ところ、新入生６６０名のうち８４名が卒業生で
した。クラブや有志による同好会、鯱城会（鯱城
学園の同窓会組織）など、卒業後も人と人の結
びつきが強い本学ですが、仲間づくりや交友関
係を築けることも魅力の一つといえるでしょう」

在学生の平均年齢は約６９歳。一人で家にいる
より誰かと会話できる、会社をリタイア後、外出
の機会と新しい目標（学習）を求めて入学される
方も多いようです。
男女比としては、男性が約４４％、女性が約
56％の割合（平成２９年度入学生）。
「皆さん、勉強しながら学園生活を楽しみ、入
学した頃より表情もいきいきとして、どんどん若
返っていかれます（笑）」と鈴木さん。

　高齢者が学習の機会を通して生きがいを高め、学びの成果を地域
活動の核となって還元できるよう、昭和６１（１９８６）年に開学された
「名古屋市高年大学鯱城学園」。今後の超高齢社会において地域活
動を推進するリーダーの育成に一層力を注ぐべく、平成２６（2014）
年、カリキュラム等を大幅に改革。元気なアクティブシニアが仲間と
出会い、学生生活を楽しみながら在学中はもとより卒業してもなお地
域とつながり、活躍の場を広げています。そんな高年大学の学びの現
況を地域活動指導員・鈴木雅彦さんにうかがいました。

共通講座のうち、社会活動への参加を促す
「地域活動学習講座」が設けられているのも、鯱
城学園の特長です。平成２６年の改革を機に、専
任職員として地域活動の推進役となる鈴木さん
が配置されました。
「高年大学に通える元気な方たちだからこそ、
支えられる側でなく、支える側にまわって欲し
いと学生さんには話しています。あまり知られ
ていませんが、同窓生らの『鯱城会・区鯱城会』、
在学生による『社会参加委員会』を中心に、鶴舞
公園や堀川などの清掃活動、名古屋ウィメンズ
マラソンのサポートボランティアにも、650名ほ
どの在学生が参加
し、これをきっかけに
ボランティアに目覚
める方も多くいらっ
しゃいます」

こうしてさまざまなボランティア体験を機に、
卒業後は、鯱城会の活動以外に、東山動植物園
のガイドボランティアやデイサービスのお手伝い
など、「皆さん、楽しみながら活動されています。
個人ではボランティアに参加しようと思っても
難しいものですが、ぜひ社協のネットワークを活
かし、積極的に参加していただければ」とのこと。
元気な高齢者こそ超高齢社会の重要な担い
手。鯱城学園での学びと経験を、地域活動に発揮
し、ご活躍いただけるよう期待したいものです。

学びの奥深さ、
学ぶこと以上の
楽しさを知る
2年間

社協の
ネットワークを強みに

　名古屋市高年大学　鯱城学園

●入学資格 名古屋市在住の６０歳以上の方
●修業年数 ２年間
●登校 週２～３日
 （年間登校日数約７０日～９０日）
●講座開催日 毎週水曜・金曜（その他、クラブ活動、
 学生会活動など有）

●授業料（全専攻共通）
  ４８，０００円（年額）
　 ※園芸・陶芸専攻の場合、別途施設使用料
●学生会費 入会金１，０００円
 会費2，０００円（年額）
●最寄駅 地下鉄「伏見」駅 ６番出口から徒歩７分

　 詳しくは直接お問い合わせ下さい
　 電話 （０５２）２２２－７５２１　
　 mail  kojo@juno.ocn.ne.jp

こ  じょう がく えん

名古屋ウィメンズマラソン

Information

生涯の仲間と出会う
よろこび

老いてなお若々しく、
はつらつと

ボランティア活動への
参加意欲を高めながら
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子ども食堂支援
毎日届く支援の在り方を模索して

型通りの支援でなく、一緒に考えたい

5分でできる
簡単エクササイズ

第13回

　ここ数年、名古屋市内でも大きく拠点を増やし
ている子ども食堂ですが、２０１６年９月、南区内に
初めてオープンしたコミュニティ食堂の支援を担
当したのが、区社協の竹内さんです。
　「当初から、毎日営業したいという丸山さんの思
いがひしひしと伝わってきましたが、区社協でも経
験がなく、前例もない。とはいえ、どう支援すれば
実現できるのか、常に考えていたように思います」
　食材調達という大きな壁も立ちはだかって、大半
の子ども食堂が月1回程度の開催。しかし代表の丸
山さんいわく、「食べられない子どもは、毎日食べる
ことができない。だから毎日でなければ、私にとっ
てやる意味がない」と初志貫徹。
　食材が手に入らなければ作ればいい、と畑を借
り、土を耕すところから取り組まれたそうです。一
方、食材支援の依頼やサロン開設の助成をサポー
トするなど、「一緒に悩み、走り回ってくれている
彼女を見ていつも励まされました」と丸山さんの
言葉にあるように、相談者に寄り添い、あるべき
支援のカタチを模索する、竹内さんの真摯な姿が
そこにありました。

　手さぐりながらも、ようやくオープンにたどり着
いた食堂は、営業時間を月曜から金曜までの１８～
２１時、高校生以下の子ども、２０歳前後のひとり暮

らしの若者、７５歳以上のひとり暮らし高齢者、子ど
もについては夕食を２００円で食べられるスタイルに。
　「お手伝いするとシールを１枚、３枚たまると無
料でごはんが食べられるルールも作りましたが、そ
れに関係なく『手伝うことある？』と立ち寄ってく
れる子も。単に何かを食べられるだけの場所から、
やってあげたり、もらったりをみんなが体験する場
所へ育ってきたのかもしれません。理解あるご近
所の皆さんや協力者の方、もちろん竹内さんのお
かげでマルチャンゴーらしいカタチになったかな」
と丸山さんもにっこり。また「子ども食堂が本当に
困った人の受け皿となれるよう、今後も型通りの
支援ではなく、運営者さんと一緒に悩みながら、そ
の思いを地域へつないでいきたい」と竹内さん。
　そのためにも継続
的な運営が大事。「い
ただいたものは、無
駄なく大切に使わせ
ていただきます」と、
丸山さん。食材の寄
付にもどうぞご協力
ください。

　昨年6月に改正児童福祉法が公布され、今年4月
より全面施行されました。今回は大幅な改正となり、
特に理念の部分については、「子どもの権利保障」
や「最善の利益」、「自立保障」が明記されました。
また、家庭で養育が困難な子どもについては、「でき
るだけ家庭に近い養育環境」で育てることも加えら
れました。
　私も30年以上に渡り、子どもたちの支援に関わっ
て参りましたが、社会環境や社会情勢から社会的養
護関係の制度施策も徐々に充実し、必要とする子ど
もたちの利益になるような整備がなされてきていま
す。近年では被虐待の子どもたちも多く、様々な傷
を抱えている状況から、できる限り丁寧な支援を心
掛けながら心の回復につながるようにしています。
名古屋市内の児童養護施設でも多くの子どもたちが
生活していますが、それぞれの個性を大切に、より良
い芽が出て、将来の夢に向かっていけるように、「頑
張れ！」だけではなく、丁度いい「さじ加減」を持っ
て見守っていければいいかと思っています。
　子どもたちが「ドラえもんのポケットがあったらい
いな！」と言うように、子どもたちの夢につながるた
めに、私たち大人がドラえもんのポケットの中身を増
やしていきましょう。

西日置フラワー園
加納 友弥さん へバトンタッチ

向かって左から南区社協・地域福祉推進スタッフ 竹内さゆみさん、
コミュニティ食堂（maruchango）運営者の丸山圭子さん

次回は

想いをつなぐ 

リ  レ  ー  
ト  ー  ク

30

平井 誠敏さん 腸の働きをよくして、
つらい便秘を解消

　毎日の排便がスムーズで腸の働きがよい
と免疫力が上がり、心身ともに健康な状態に
近づくといわれています。布団の上でできる
エクササイズで腸を刺激してみましょう。

仰向けになり、両手で膝を持って両膝
を抱え、息を吸います。

息を吐きながら、膝を胸元へゆっくり
と引き寄せます。

息を吸って、吐きながら上半身を起こ
し、アゴを膝に近づけ、10～20秒自
然な息をします。

息を吸いながらゆっくり に戻り、
10回繰り返します。

Vol.30
南区社会福祉協議会

20170515

maruchango（マルチャンゴー）連絡先
 住所 名古屋市南区鳴浜町3丁目20-2
（０５２）６１１-２８３６

社会福祉法人 昭徳会 
名古屋若松寮長



【取材先：おてらおやつクラブ・林昌寺】
　全国各地のお寺が参加して展開中という“おてらおやつクラブ”の活
動について春日井市林島町・林昌寺副住職の野田さんにお話をうかが
いました。取材当日はおやつを届け先ごとに箱詰めする作業が行われ、
協力するボランティアの皆さんの声もお聞きすることができました。

〈お問い合わせ〉
おてらおやつクラブ事務局
E-mail ： mail@otera-oyatsu.club
HP ： http://otera-oyatsu.club/
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【団体概要・活動内容】
　高岳福祉会館で、認知症予防対策の回想法・脳ト
レ・コグニサイズなどの会員各々が持っている特技
を活用し、研鑽しながら活動しています。男性のみ
のボランティア団体です。福祉会館以外からの依頼
にも協力しております。ご興味のある方は、定例会・
サロンたかおかに気軽に参加してみてください。
〈活動日〉　
定例会：毎月第２水曜日（午前９時３０分～午前１１時３０分）
サロンたかおか：毎月第３月曜日（午前１０時～午前１１時３０分）
会員：７名（平成２９年５月現在）

●お寺ならではの支え合いネットワークを
　必要とする方々に「おそなえもの」を仏様から
「おさがり」として頂戴し、「おすそわけ」すると
いうお寺の社会福祉活動は、2017年5月現在、
全国で667カ寺が参加しています。
　社会福祉協議会等の支援団体と届け先の情報
を共有しながら、各お寺でお供え物を箱詰めして
届けます。取材日の梱包作業には、地域の方々な
どがボランティアとして参加しました。

●必要とする人に届けたい
　梱包作業開始前にお寺からおてらおやつクラ
ブの趣旨と届け先個人情報等への配慮について、
ボランティアへの丁寧な説明があり、おやつ仕分
け作業が始まりました。お供え物はまず賞味期限
が確認され、届け先のニーズを確認し合い、それ
ぞれの箱に品物を詰めていきました。
　この日の届け先は自立援助ホーム、児童養護
施設、自立サポートセンターなど7か所。これらの

【活動に参加している方の想い】
　高岳ハンサムダンディーズ結成後、高岳福祉会
館のイベントを中心に、回想法・脳トレなど認知症
予防の活動をしています。また、高岳児童館こども
まつりのお手伝い、東区内の地域の避難訓練のお
手伝い、東区内イベントのお手伝いも協力してきま
した。結成から３年目に入り、東区内のサロンなど
にも活動の場を広げていきたいと思っています。
また、一緒に活動する仲間を随時募集しています！
ご興味のある方、一度見学に来てください！

〒467-0064 
名古屋市瑞穂区弥富通3丁目４５番地
052-861-6047
052-861-6048
info@suketto-family.jp
http://www.suketto-family.jp/

住 所

T E L
F A X
E-mail
H P

【お問い合わせ】

名古屋市東区泉２丁目２８-５
052-931-8174
052-935-1025

住 所
T E L
F A X

【お問い合わせ】
高岳福祉会館

【ひとり親家庭・支援団体・応援者の関係】

ひとり親
家庭 支援団体

お寺

個人・法人・応援者
活動資金・食品の寄付

支援が必要な
ご家庭の情報を共有

関係性の深まり

おやつ等の
物資の郵送

【（左から）林昌寺 副住職 野田さん、
名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター大曽根相談支援員 山内さん、岸岡さん】

【ボランティアによる梱包作業の様子】

定例会の様子サロンたかおか コグニサイズの様子

【団体概要・活動内容】
　お互い様の精神で地域住民が安心・安全に暮
らせる地域社会づくりを目指し今年で25年にな
ります。働く女性の支援・子育て支援・高齢者・障
がい者の在宅支援等の必要なサービスを提供し
てきました。2000年にはＮＰＯ法人を取得、介護
保険事業者となり、現在は介護保険・障がい者支
援・介護保険外の活動・地域でのサロン活動をし
ています。また瑞穂区内でのつながりづくりのた
めネットワーク活動をしています。

【活動に参加している方の想い】
　サロンである「すけっと茶論」が高齢になって
も生きがいを持って生活する一つの手段になって
欲しいと願っています。茶論に来ていた方が今は
自力で来ることが出来ず、楽しみや生きがいが絶
たれてしまうケースがあります。参加するための
足（送迎）の確保が必須です。茶論を高齢者に限
定せず、世代交流を図ることにより地域での助け
合いが生まれ孤独からの解放のメリットが得られ
ると思います。

すけっと茶論 
楽しみたっぷり絵手紙教室

仁所すけっと茶論 「体操で壮快、 
おしゃべりタイムも人気です」

ふれあい名古屋では、地域の人、ボラン
ティアや企業、学校関係者などが読み
たいと思うボランティア情報発信を目的

に、ほっとはあとクラブ（ボランティアの方々）と本
会ボランティアセンターの協働編集による「ほっと
はあとコーナー」を掲載しています。

届け先を通して支援の必要な方に届けられます。
受け手の年齢や状況に合わせたお菓子の種類や
食品が慎重に選ばれていく様子が印象的でした。

●ネット社会だからこそ人のつながりを
　おやつがクラブ経由で子どもたちに届くよう
になってまだ数年。短期間のうちにおやつを楽し
みにしてくれる子どもたちの数が7,000人にも
なったのは、善意をつなぐネットワーク構築に力
を入れるその活動スタイルに秘密がありそうで
す。活動の急成長ぶりからは、お寺という従来の
地域密着型拠点の強みを生かしつつ、インター
ネットを活用したお寺同士の情報交換がなされ
ていることが分かります。
　この活動があることで、地域の方々がお寺を訪
れる機会ともなり、
おすそわけしている
お寺も支えられ、あ
りがたいご縁を日々
感じていると語る
野田さん。今後も地
域の心のよりどこ
ろとして、お寺さん
たちの善意がいっそ
う輝く活動へと発
展するよう願ってい
ます。

インタビュアー：
旅する食いしん坊ＹＭ

高岳ハンサムダンディーズ（ＴＨＤ）

ＮＰＯ法人 すけっとファミリー

「おそなえ」を「おさがり」として「おすそわけ」
「もったいない」を「ありがとう」へ　　
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　｢豊かな時間を作り出す力を与えて下さい。“キララーン”、“ボヨヨーン”｣そう唱えて、Vサインの指をつなげ輪を作
ります。これは、「ボッチ☆アダムス」のクラウンの方々が、患者さんの病室を訪問する前の掛け声とおまじないです。
　今回は、南山高等中学校の保健体育の先生で、男子奇術部の顧問でもある「ボッチ☆アダムス」の代表
中谷さんに活動の話を伺いました。

　関東で１７年、関西で通算１０年半暮らした後当地へ来て早や２５年、縁あってここで落ち着くことと
なりました。そしてこの三か所の中では名古屋が私にとって一番住みやすいところです。「多少閉鎖性
が強い」或いは「良くも悪くも古い日本が残っている」という感じはしますが、一方では食料品を中心
に物価が安いし、大好きな温泉地も日帰り或いは一泊圏内に沢山あるからです。
　名古屋が嫌われているとか人気がどうのこうのと世間は賑やかですが、住んだことのない人達が何
と言おうと名古屋は良いところです。但し名古屋走りだけは頂けませんが。

Ｇ爺ライダー真ちゃん

ボランティア・
NPOらいぶきらっときらっと

きらっと光るボランティア・NPO活動者に
ほっとはあとクラブメンバーがインタビューしました。

　ボランティアについて学ぶ入門講座や手話、傾聴、視覚障がい者のためのガイド、災害など、機関ごとに様々な講座が
実施されています。
・名古屋市・区社会福祉協議会（受講対象は市・区内在住在勤の方など）
・名古屋市市民活動推進センター（ＮＰＯや災害関係の講座）
・各区の生涯学習センター（各区生涯学習センターでパンフレット配架。インターネット上の「生涯学習webナビなごや」で
も情報を閲覧可能）
・イーブルなごや（会館でのパンフレットの配架やインターネット上でも平成29年度前期の講座情報掲載中）
　その他に公共施設でもボランティアを募集している場合がありますので、興味のある施設に直接ご連絡してみるのも
よいかもしれません。

クラウンの訪問を希望される病院や
児童施設などがありましたら、ご連絡ください。
〈お問い合わせ（中谷さん）〉
TEL：090-9904-4323
E-mail：nanzannakatani@yahoo.co.jp

　1998年4月「アジア太平洋盲人情報国際
会議」が名古屋で開催された。その折、映画
「釣りバカ日誌9」に、視覚障碍の方への音声
ガイドができないかと依頼があった。
　映画等の映像的なメディアへの情報保障は
テレビ番組に一部ついている程度で、映画で
は今まで聞いたことがない。ともかく、映画を
楽しんでいただけるよう、映画の流れにそっ
て必要な情報を全て言葉にしてゆこうとまず
台本制作にとりかかった。
　この年、栄の中電ホールで初めて、視覚障
碍の方への映画の音声ガイドが産声を上げ
た。2ヶ月後、ＡＪＵ自立の家からの依頼。福祉
映画祭をもう15年も続けているのに、全て
の障碍の方の支援はできるが、視覚障碍だけ
はまだ支援できていないとの事だった。以後
毎年ＡＪＵ福祉映画祭に参加し、技術的にも

色々工夫する様になった。
　2001年3月「シーン・ボイスガイド第1期
生の養成講座」を開催した。全国から120名
以上の方が勉強に来て下さった。1年間の講
座終了と共に、2002年3月「視覚障碍者の
情報環境を考える会・ボイス・ケイン」を設立。
県、市、福祉団体、施設、盲学校から沢山の
依頼があった。2011年設立10周年を機に
「特定非営利活動法人シーン・ボイスガイド」
を設立し任意団体とＮＰＯの両方で活動し
ている。2016年に15周年を迎えた。
　ＮＰＯも5周年目。年間を周年記念事業とし
て精力的に取り組んだ。
　今後はますます視覚だけではなく、あらゆ
る障碍者に対応した音声情報を生活に取り込
んでいける活動をしたいと思っている。

出張クラウン

第５回テーマ：「シーン・ボイスガイド」
特定非営利活動法人シーン・ボイスガイド 岡本 典子さん

〈インタビュアー：守山区シャオムー〉〈インタビュアー：守山区シャオムー〉

人間浮遊
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健康レシピ健康レシピ

1ナスとピーマンは1.5cm角、玉ねぎとセロリは薄切りにします。

３野菜に火がとおり、少ししんなりしてきたら出来上
がりです。

  応募要項
郵便はがきに①問題の答え、②住所、③氏名、④「ふれあい名古屋」本号
で興味のあった記事と理由、本紙に対するご意見を書いて下記まで
お送りください。締切は2017年7月31日必着。
  〒462-8558 名古屋市北区清水4丁目17-1　
  名古屋市社会福祉協議会　「ふれあい名古屋」係

  正解発表
2017年10月号誌上にて発表。正解者の中から抽選で
10名様に名古屋市総合社会福祉会館にて展示・
販売中の授産施設製品の中から500円相当の品を差し上げます。
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
個人情報について
応募いただいた個人情報は賞品の発送および本紙の企画以外に利用
したり、第三者には提供しません。

プレゼントつき
クイズ ヨコのカギ タテのカギクロスワードを解いて、色枠に入った

文字をA～Dの順に並べると、
何という言葉になるでしょう。

前回の答え

ど く し ょ

●ナス…3本
●赤・黄ピーマン…各1/2個
●玉ねぎ…1個

材料（4人分） ●セロリ…1本
●オリーブ油…大さじ3～4
●塩…小さじ1
●トマト、ズッキーニなどお好みの野菜

２鍋に1の野菜を入れ、オリーブ油と塩をふりかけ、フタをして中弱火に20～30分かけます。

①将棋で、最初の手のこと
②ボランティアNPOらいぶで
　紹介したピエロのこと
③特集で紹介したのは
　○○○○がくえん
④健康レシピは○○○○風

⑤インフォメーションで紹介した鯱城学園が
　開催するのは○○○○講座
⑥社協活動最前線で紹介したのは、
　子ども○○○○○
⑦旬ボラを行くで紹介した活動の場所は
⑧簡単エクササイズは○○○に効果

イタリア風夏野菜

夏においしい
野菜をたっぷり食べる健康のススメ。

　生活習慣病予防には、野菜を1日350g以上食べるのが
目標と言われています。生野菜でサラダもよいですが、無理
なく食べるようにしたいですね。
　そこで、“水分をとばして野菜の旨みをぎゅっと凝縮”イタ
リア風夏野菜はいかがでしょう。
　ナスをメインにピーマンなどお好みの夏野菜を使って楽し
めるのもこの料理の特徴です。ズッキーニやトマトもおすすめ
です。温かいままでも、冷たくしてもおいしくいただけます。

①

A

D

B

C

⑧

⑤

② ⑥

③

④

　 　 　 ゆ 　

　 　 　 う 　

　 　 　 し も

　 　 し ょ く ど う

　 ぎ ょ う ざ

は 　 う 　 い

が 　 わ

き た く

⑦

⑦

②

⑧

A

C

D

B

①

⑤③

④

⑥

お問い合わせ・申込先
名古屋市社会福祉協議会 総務部　
TEL：052-911-3192　FAX：052-917-0702　
E-mail：nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp

お問い合わせ先 名古屋市鯱城学園　TEL：052-222-7521

お問い合わせ先 名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進部
TEL：052-911-3180　FAX：052-917-0702

社協からのお知らせ

インフォメーション

地域支えあい活動人材養成講座(初級編)　受講者募集！！
　これから地域支えあい活動※に関わってみたいと思っている方のために、地域福祉や地域支えあい活動に関する基本的な知識や実践例を学ぶ講座を開催します！
※地域支えあい活動…地域で生活のしづらさを感じている人に対し、関係者が支援や見守りなどを行うことによって、その人らしい生活が送れるようにサポートする活動。

名古屋市鯱城学園第128回公開講座を開催します！
　名古屋市鯱城学園では、市民の方々に学びの場を提供し、幅広い知識や教養を深めていただくために、下記の公開講座を開催します。
お時間のある方は、ぜひご参加ください。

　なお、10月から「地域支えあい活動人材養成講座（ステップアップ編）」を開催します。
こちらは、支えあい活動を行うのに必要な手法やスキルを学ぶ講座で、ボランティア活動をしている方々のスキルアップとしても活用して
いただけます。募集は９月から始まりますので、広報なごや、市社協･区社協などに設置するパンフレット等で詳細をご確認ください。

申込方法
①メール・電話・ファックスのいずれかで、以下の内容をご連絡ください。
　・氏名（法人・団体の名称）
　  法人・団体については、担当部署名及び担当者氏名も併せてお知らせください。
　・住所（法人・団体については、担当部署の住所）
　・連絡先（電話番号・FAX・メールアドレス等）
②ご連絡いただけましたら、申込書・振込用紙をお送りしますので、必要事項
　をご記入のうえご提出いただくとともに、賛助会費をお振込ください。
　お送りする振込用紙をお使いいただくと、振込手数料は無料です。
③振込確認後、領収書等をお送りいたします。
　確定申告により、所得税や法人税の優遇措置を受けられます。
　市内在住の方は、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。

※本会ホームページ及び広報誌「ふれあい名古屋」に法人・団体名、ご芳名を
　公表（非公表も可）いたします。
※広報誌「ふれあい名古屋」や本会のイベント情報等を定期的にお送りします。

市社協サポーター（賛助会員）を募集しています
　名古屋市社会福祉協議会では、「誰もが安心して笑顔で暮らす
福祉のまち名古屋」の実現を目指して活動しており、その趣旨や活
動にご賛同いただける会員『市社協サポーター（賛助会員）』を募
集しております。
　いただいた賛助会費は、本会の広報・啓発事業など、運営経費とし
て活用いたします。

講座名　「大作曲家の知られざる素顔～名曲と共に～」
講　師　セントラル愛知交響楽団音楽主幹　山本 雅士 氏
日　程　平成29年7月19日（水） 午前10時～午前11時30分
　　　　受付は、午前9時30分～　入場無料。
場　所　伏見ライフプラザ5階鯱城ホール
　　　　名古屋市中区栄1丁目23番13号

日　程　平成29年9月７日（木）､1４日（木）､21日（木）､2８日（木）
　　　　 各日午後1時～午後4時 ※ 初回のみ午後1時～午後4時30分
会　場　名古屋市総合社会福祉会館（北区清水4丁目17-1）
対　象　名古屋市在住･在勤･在学の方  30名
費　用　1,000円（全４回分／資料代･保険料含む）

その他　第１回（9／7）のみの受講も可能（受講料500円、事前申込制 先着10名）

日程　平成2９年10月19日（木）､26日（木）､11月2日（木）､9（木）　各日午前10時～午後4時
会場・対象・費用　初級編と同じ。その他、１日単位の受講も可能。1日500円。
内容　組織運営のあり方(合意形成の方法)、想いや考えの伝え方(プレゼン等)、広報力を高める、会計講座 等

アクセス  地下鉄伏見駅6番出口より南へ徒歩7分
　　　　地下鉄大須観音駅4番出口より北へ徒歩7分
その他　定員750名 申込不要
　　　　当日、直接会場までお越しください。

賛助会費（年額）　
個人 １口 ２，０００円　法人・団体 １口 １０，０００円
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