
社会福祉法人
名古屋市社会福祉協議会広報紙

10
2016

相あいカフェ／関連記事：4ページ

12

地下鉄黒川駅
1番出口
北警察署

堀川（黒川）

至清水口
北区役所南交差点

黒川スポーツ
トレーニングセンター

至
大
曽
根

黒川
交差点

至
秩
父
通

至
浄
心

八王子中学校

北警察署南交差点

国道41号線

N

黒川バスターミナル 至楠名古屋高速道路

★地下鉄黒川駅下車南へ300m

名古屋市社会福祉協議会
名古屋市総合社会福祉会館

（北区総合庁舎5～7F）

〒462-8558  名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館内
TEL（052）911-3192　FAX（052）913-8553
http://www.nagoya-shakyo.jp/
Facebook  https://www.facebook.com/nagoya.shakyo
E-mail  nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp

※この広報紙は共同募金配分金及び福祉基金を活用して作成しています。
※この広報紙は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
※市内社会福祉施設、民生委員児童委員、大学などへの配布及び公共施設に配架しています。
　広報紙「ふれあい名古屋No.115」　発行日 ： 平成28年10月1日　発行部数 ：12,000部

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

12

5

2

4

【特集】福祉クローズアップ  
名古屋市
障害者差別相談センターが開設されました！

想いをつなぐリレートーク
5分でできる簡単エクササイズ
ほっとはあとコーナー
・ 旬ボラを行く！～こども食堂～
・ 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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インフォメーション 11
ご寄付・ご寄託・賛助会員のご紹介 12

健康レシピ  プレゼントつきクイズ 10

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。

大曽根オズガーデン委員会／民生委員・児童委員
大会（募金箱）／名古屋市社会福祉協議会職員ワン
コイン運動／匿名12件

匿名2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

市社会福祉協議会への寄付

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28年6月１日～平成28年8月31日受付分）（敬称略、順不同）

みなみ新体操クラブ／大成有楽不動産株式会社 名古屋店／かもめ保育園／高年大学社会参加委員会／北区
消費者クラブ／株式会社ニップラ／伊勢屋金網工業株式会社／名東区福祉課／名古屋市視覚障害者協会／
NPO法人ドリーム／北区民生子ども課／蔦井株式会社／毛利 碵／健康福祉局介護保険課／手話ダンス四季
の会／株式会社シーアイエス／加知 和子／名古屋ボランティアセンター／藤吉工業株式会社／貴船学区地域
福祉推進協議会／名東ハーネス／東・昭和・熱田・南・名東区社会福祉協議会受付分／権利擁護北部事務
所、権利擁護推進部／とだがわこどもランド／シルバー北部事務所／匿名5件

（平成28年6月1日～平成28年8月31日受付分）（敬称略、順不同）

平成２8年度会員（8月31日現在）（敬称略、順不同）

（平成28年6月１日～平成28年8月31日受付分）

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／上村 
成良／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／匿名2件

社協活動最前線
ー天白区社会福祉協議会ー

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

　なごやの猛暑も収まり秋風の季節を迎えて、社会福祉法人の制度改革について、いよいよ現場レベルで山場を
迎えています。どの法人も対応に追われていますが、福祉の「普遍化」に伴って失いかけた社会福祉法人の社会的
信頼を今こそ取り戻すチャンスと捉えることもできそうです。こういう時こそ、スタンドアローンじゃなくて、ネット
ワーク。法人の連携・協働こそ「力」だと思います。その際には、是非、私ども市社協をプラットフォームに。　

名古屋市社会福祉協議会事務局長　立松 博

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・・・



　差別を受けた、合理的配慮をしてくれな
かったとする当事者がいる一方で、意図せ
ず、そう受け止められてしまったと悔やむ事
業者もあることでしょう。そのためにも職員
一同、丁寧な傾聴と対話を心がけ、課題の本
質を捉えていきたいですね。
　また合理的配慮は、一人ひとりの障害特性
や状況によって提供されるべき形が異なる
ため、どういう配慮を希望するのか、あるい
は、どういう配慮なら提供できるのかをしっ
かり見極める必要があると思っています。
　対応の難しいケースについては、学識経験
者や弁護士らで構成する連絡調整会議をは
じめ、関係機関や専門家に意見を求め、解決
方法を検討、調整していきます。本センター
は虐待や成年後見など、障害者の権利擁護
全般に関わるフロアの一角に位置しているの
で、スピーディな連携やこれまでの権利擁護
の業務を通じて蓄積してきたノウハウを活か
せることも大きな強みだと思っています」と
神村センター長。
　センターでは、こうした個別のケースへの
対応の他、「事前にどういった配慮をすれば
いいのか」といった事業者側からの相談にも
応じるそうです。

　近所の人から差別的発言をされたなど個
人的な関係による人権全般にかかる相談は
法務局、障害を理由に解雇されたなど、労働
にまつわることについては労働局と、それぞ
れ管轄も異なります。また、区役所や支所、保
健所、16区にある障害者基幹相談支援セン

ターも相談窓口となっていますが、センター
長いわく、「障害者差別に関する相談であれ
ば、遠慮なく本センターにご連絡ください」
とのこと。
　「障害者差別に関する事例を集めて分析す
ることや、その情報、相談対応のノウハウを
伝達し、各窓口で障害者差別相談に従事する
人材を育成するのもセンターの役割です。そ
の他、今後とくに力を入れていきたいのが広
報啓発活動です。障害者差別解消法のＰＲは
もとより、障害について知るきっかけとなっ
たり、障害がある人にちょっとした配慮の提
供ができるような情報を発信していきたい
ですね」と神村センター長。
　障害の捉え方が、「医学モデル」から、「社
会モデル」にシフトしています。周囲の配慮も
含め、環境が整っていれば、社会への参加制
限が軽減される、という捉え方が国際的な流
れです。つまり「障害」は、個人の心身の機能
の問題ではなく、「社会環境との兼ね合いの
中で生じるもの」という考え方です。
　「高齢になれば老眼になるし、足腰も弱
る。若者でも病気や事故にあうかもしれな
い。誰もが隣り合わせのはずなのに、障害に
ついて知らない。だから、どう支援や配慮を
すればよいのかわからない、というのが現状
だと思います。広報啓発活動を通じて、少し
でも障害への理解が深まるようにすること
が、障害者差別解消法が目指す、共生社会の
実現につながっていくと思っています」と神
村センター長。
　本センターの広報啓発活動にも期待したい
ところです。
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　「双方の意見の食い違いや誤解を解くため
には、センターの職員が現場へ赴き、状況を
正確に把握するところから始めるしかないと
思っています。相談者の気持ちに寄り添い、
想いに共感することで、解決の糸口が見える
こともきっとあるはずです。

　今年８月１日、市総合社会福祉会館５階に
「名古屋市障害者差別相談センター」が新設
されました。政府の基本方針として、「新たな
相談機関は設置せず、既存の機関等の活用・
充実を図る」とされている中で、名古屋市の
この取り組みは、全国的にも珍しいケースと
なっています。
　「障害のある人やそのご家族、事業者など
から障害者差別に関する相談を受け、内容に
応じて関係者間の調整等を行い、解決へとつ
なげていくのが、本センター設立の主な目的
です」とは神村センター長。
　センターには、社会福祉士の資格を持つ相
談員を含む６名（統括責任者と臨時職員を含
む）が配置されています。障害者差別解消法
の基本的な考え方となる①「不当な差別的取
扱いの禁止」、②「合理的配慮の提供」という
観点に基づいて、まずは相談内容をじっくり
お伺いします。その後、状況に応じて、相手方
に電話したり訪問したりして、事実関係を確
認。関係機関と連携しながら、公平性・中立
性をもって建設的な話し合いができるよう調
整するのが、その役どころです。

　平成２８年４月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる「障害者差別解消法」が施行され
ました。これは「障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、互いに尊重し合いながら、共に生きる社会の
実現につなげることを目的とする」ものです。これを受けて名古屋市では、障害者差別に対応する専門的な機関と
して「名古屋市障害者差別相談センター」を開設し、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会が、その運営を受託す
ることになりました。センター長の神村 昌克さんにお話を伺いました。

共に生きるために「障害」を知ること

福祉クローズアップ特 集

名古屋市障害者差別相談センター　神村 昌克 センター長
＊名古屋市社会福祉協議会では、「障がい」と表記することを原則としていますが、本記事では法の名称等に
合わせ、「障害」という漢字表記で統一しています。

名古屋市 障害者差別
相談センターが開設されました！

「障害者差別解消法」の施行を受けて

気持ちに寄り添い、課題を見抜く

①「不当な差別的取扱いの禁止」とは
　　正当な理由もなく、障害者というだ
けで、サービスの提供を拒否したり、
制限したり、条件をつけたりすること

ご相談ください
名古屋市障害者差別相談センター
月曜日～金曜日、第3土曜日（祝日・年末年始を除く）
9：00～17：00（水曜日は20：00まで）
住所　〒462-8558 名古屋市北区清水四丁目１７-１ 名古屋市総合社会福祉会館５階
TEL 052-856-8181　　FAX 052-919-7585
Eメールアドレス　inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp
ホームページアドレス　http://nagoya-sabetsusoudan.jp

は禁止されています。
　・施設の利用や習い事の入会を断られた
　・バスやタクシーの乗車を拒否された
　・介護者の不在を理由に入店を断られた
　　など

②「合理的配慮の提供」とは
　　障害のある人から配慮を求められ
た場合には、負担になり過ぎない範
囲で社会的障壁＊1を取り除くために
必要で合理的な配慮をすることが求
められます。配慮を行わないことで障
害のある人の権利、利益が侵害され
る場合も差別にあたります。
　・聴覚や視覚に障害のある人に、筆
談や読み上げなどを行う

　・知的障害のある人に、イラストやわ
かりやすい表現で説明する

　　など
　＊1…障害のある人にとって、日常生活や社会生活を
　　　送る上で障壁となる事物、制度、慣行、観念など
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社協活動
最前線Vol.27
天白区社会福祉協議会
学区で地域の福祉課題を考え、
活動計画を策定

人と人がつながり、支えあうために

5分でできる
簡単エクササイズ

第10回

　天白区社協では、少子高齢化の進展を背景
に、地域ごとの福祉課題に見合った取り組み
が必要との考えから、第３次地域福祉活動計
画に『学区地域福祉活動計画』の策定を盛り
込みました。２８年度からの３カ年計画を“学
区”で策定し、推進しようというものです。
　「日ごろから各自、問題意識を持ちながらも、
単年度では頓挫し、一歩踏み出せずにいた
取り組みにもチャレンジできました」と、区内
唯一のモデル学区となった相生学区地域福祉
推進協議会・計画策定委員の皆さん。独居
高齢者のための会食会や子育てサロンなど、
これまで地域の課題解決に意欲的に取り組ん
できましたが、３年というスパンでの計画づく
りは初めてのこと。“産みの苦しみ”を味わい
つつ、「新鮮味もあり、３年後に向けて頑張ろ
う！」と気合いも入ったようです。

　半年以上の会議を重ね、相生学区地域福祉
活動計画「相あいプラン」が完成。“広げよう！
つながりと支えあいの輪”をテーマに、①人材
発掘（相あいサポートバンク（仮称））、②住民

間の交流機会促進（コミュニティカフェ・見守
り部会の活性化）、③介護予防事業の強化を
柱とする計画が小冊子にまとめられ、学区全
世帯に配布されました。
　「各実施項目（部会）にリーダーをつけ、初
年度から一気にスタートしたのには驚かされ
ました。早くも開設されたカフェを拠点に計
画も周知され始め、相生学区の底力を感じて
いるところです」と、区社協・中原主事。
　主事いわく、相あいプランは「宣言」。
　地域福祉と関わりが少ない方にも、人との
つながりを大切
にする学区だと
伝え、感じてもら
うことで、やがて、
つながりと支え
あ い の 輪 が 広
がっていくのか
もしれません。

　福祉現場はどこも「専門職の集合体」です。三福祉
士のような国家資格職だけでなく、サービス管理責
任者や相談支援専門員などさまざまです。
　福祉現場で働くスタッフの価値観の違いは、取得
資格だけでなくスタッフ自身のこれまでの職歴や人
生経験、年齢、生活環境なども影響しています。よっ
て、利用者支援を共同作業で行う私の施設のような
ところでは、それぞれ違う価値観を持つスタッフたち
が検討した利用者様への支援が実践されているはず
です。しかし、違う価値観を持つ人間が組織を作り、
作業をするということはとても難しいことです。場合
によっては、摩擦が生じて人間関係の悪化にもつな
がります。それだけに違う価値観を共有する（認め合
う）ことが、福祉現場には何よりも大切なことだと私
は思います。
　他人の価値観を認める度量を持つこと、「価値観
の共有」をする努力を惜しまないことは、組織の中で
共同作業を行うスタッフ全員が忘れてはならないこ
とだと私は思っています。かくいう私も試行錯誤しな
がら工夫を試みています。その一つは、他人の良い性
癖を見つけそれを認めるという工夫です。時にはか
なり我慢に近い努力もありますが（失笑）。
　皆さんはいかがですか？

山吹ワーキングセンター／山吹ワーキングセンター明倫 所長
服部 史忠さん へバトンタッチ

左下から反時計回りに、相生学区地域福祉推進協議会・会長小久保
正行さん、相生学区民生委員児童委員協議会・会長柴田榮機さん、
相生学区区政協力委員会・委員長安藤忠義さん、天白区社会福祉協
議会・主事中原陽子さん

住民同士の交流の場として開設された「相
あいカフェ」。PDCA（Plan・Do・Check・
Action）サイクルを導入するなど、積極的な
取り組みは、「他の部会の刺激になり、学区全
体がいいムードで盛り上がっている」とか。

次回は

想いをつなぐ 

リ  レ  ー  
ト  ー  ク
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牧坂 浩之さん
むつみグリーンハウス
施設長

トレーニング後は必ず
ストレッチを！

衰えがちな二の腕を
ペットボトルで鍛えましょう

　今回のエクササイズは、テレビを見ながらで
も、イスに座った状態で行ってもオッケーで
す。水を入れたペットボトル（500ml）を1本
用意してください。

曲げ伸ばしの回数やペットボトルに
入れる水の量は、自分の力に合わせ
て調整しましょう。

水を入れたペットボ
トルを右手に持ち、
真っ直ぐ上に伸ばし
ます。左手で右手の
ひじを軽くつかんで
固定します。

右ひじをゆっくり曲
げ、元の位置までゆっ
くり伸ばします。

を10～20回行ったら、ペットボト
ルを左手に持ちかえて、同様に曲げ
伸ばしをします。



【取材先：竹の子ボランティアサークル】
　中村区の子ども会を中心に活動し、伊勢湾台風後の慰問活動などを目的
に発足したボランティアグループを源流に持つ。メンバーは中高生を主に、
一部社会人も加わり総勢５０名程です。今年で活動55年目になります。
【こども食堂とは？】
　民間発の取り組みで、当初は貧困対策として、子どもに食事を提供する意
味合いがありましたが、最近では対象を限定しない食堂が増えてきており、
今回お話を聞かせていただいた食堂もその一つで、対象を地域全体に広げた食堂です。

次 回
場 所
こ ど も
お と な

お問い合わせ

１０月９日（日）１７時～２０時（隔月１回）
八社コミュニティセンター
無料（１８才くらいまで）
５００円以上の協力金をお願いします。
※協力金はこども食堂の運営費の他、中村区
社会福祉協議会の賛助会費として、中村区
内の地域福祉に役立てていただきます。
takenokovc@gmail.com

「学生と地域のつながり目指して
～こども食堂～」

八社こども食堂

本号の
テーマ

6 7

【団体概要】
　中部盲導犬協会は、昭和45年に名古屋で発足
し、盲導犬の育成と普及に努め、盲導犬を通じて
視覚障がい者の社会参加の支援を行っていま
す。現在、中部地方を中心に約60頭の盲導犬を
無償貸与しています。盲導犬を育成するには１頭
あたり約500万円かかり、その資金の約９割が
一般の方からのご寄付によってまかなわれてい
ます。

●こども食堂に取り組んだきっかけ
　この地域には従来から小学校高学年中心の
ジュニアリーダークラブという集まりがあり、こ
の子たちと一緒に区民祭り・盆踊りなどの地域
行事への参加や、子ども会キャンプ・クリスマス
会といった子ども会活動や児童館行事の手伝
い、寺小屋事業（小学生への学習支援）をしてき
ました。しかしこのリーダーたちも中学生になる
と勉学や部活などで忙しくなり、せっかくできた
地域とのつながりも切れてしまいます。このつな
がりを維持するために、民生委員さんとも相談し
て、子どもたちだけでなく、幅広く地域住民の
方々も集まれる場として「こども食堂」を開催す
ることにしたのです。
●取り組むにあたって考えたことは？
　幅広く住民の方が集まる場という趣旨から、コ
ミセンの予約は民生委員さんに、調理は民生委
員さんの指導のもとサークルメンバー等が協力
して実施しています。
　そして、地域の方々にこの食堂を幅広く知って
いただくために、子ども会を通じてチラシを配布
し、自治会のご協力もいただいて学区の掲示板
にも貼っています。また、食事が終わった後には
学生メンバーによる勉強の教え合いもあり、学生
の活躍の場も作っています。　
　今回が初回ということもあって、来場人数が
読めなかったことが最大の悩みでしたが、当日
は４０名以上の方が来てくださり大盛況でした。
●学生たちのサークルへの思い、やりがいは？
　当初人見知りでしたが、メンバーが優しく親切
に受け入れてくれて、大人の方とも対話できる
ようになりました。また、イベントの企画や運営に

【活動に参加している人の想い】
　盲導犬は多くの方々のご協力によって支えら
れています。ボランティア活動にも様々な種類が
あり、イベントや募金活動のお手伝いの他、実際
に犬を預かるパピーウォーカーや、盲導犬のシャ
ンプーを手伝ったり、盲導犬が着る服を作るボラ
ンティアもあります。定期的に協会で見学会も開
催しておりますので、ご興味のある方は是非協会
へお問い合わせください。

【団体概要】
　時代の趨勢が物を大事に使おうという時期に
入り、平成18年近隣の方々からのおもちゃや生
活用品の修理ができないかという相談をきっか
けにおもちゃ病院の看板を掲げました。
　依頼者からの持込のほか、土曜日、日曜日には
公共施設をお借りして「おもちゃ病院」を開設し
ております。
　メンバーは過去の仕事や趣味で身につけた技
術をボランティアの場で役立てている人の集ま
りです。
※修理代は基本的に無償ですが、部品代、特殊加工を行っ
た場合は実費をいただいております。

【活動に参加している人の想い】
　おもちゃが壊れてしまった場合、捨ててしまう
のでなく、修理すればもう一度命を蘇えらせるこ
とができます。
　過去に培ってきた経験と技能をおもちゃ病院を
通じて、子どもたちや地域の社会福祉に生かすと
ともに、私たち自身の生きがいにもなるボラン
ティア活動です。
　参加してみようと思う方、まずは見学においで
になりませんか！

社会福祉法人 中部盲導犬協会

名古屋北おもちゃ病院

団体の活動内容等を紹介するコーナーです。

ボランティア・
ＮＰＯウォッチング

HOT HEART

ほっとはあと
コーナー

小川 茂敏
〒462-0007
名古屋市北区如意5-167
052-901-2919
ogawa-2919@cube.ocn.ne.jp

担 当 者
住 所

T E L
E-Mail

【お問い合わせ先】

〒455-0066
名古屋市港区寛政町三丁目41番地1
052-661-3111
052-661-3112
 http://www.chubu-moudouken.jp

住 所

T E L
F A X
Ｈ Ｐ

【お問い合わせ先】

障害物を避ける訓練風景

修理依頼品は
未経験のものもあります

イベントブースの様子

公共施設での活動の様子

HOT HEART

ほっとはあと
コーナー

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。

携わるようになり、これからもより一層活動範囲
を広げていきたいです。気軽に集まれるメン
バーに出会えたことにとても感謝しています。
●今後の展開は？
　これを契機にサークルメンバーの地域への関わ
りをより一層強めていきたいと考えています。既
に高齢者のお宅でのタンスの移動や蛍光灯交換な
どのお手伝いを始めており、地域の皆さんが声を
かけやすいサークルにしていきたいと思います。
　また、サークルメンバー以外の中高生が地域活
動に参画するきっかけになればと思っています。
　今は「こども食堂」という名称で行っていますが、
目指す姿は様々な人が集う「地域の食卓」です。

インタビュアー：
Ｇ爺ライダー真ちゃん



8 9

ンティアの方たちは指導ではなく、見守るこ
とに徹し、子どもたちの自発的な力を引き出
すことに努めます。「一般のルールとは異な
りますが、みんなが楽しめるルールを考え、
子どもたちが生き生きとした姿を見せてく
れるんですよ」と荒賀さん。このイベントは今
年6年目を迎えました。
　障がい者スポーツに携わって20年。パラ
サイクリングの指導や、大学などで障がい者
とスポーツについて講義を持つなど、障がい
者スポーツに熱い想いを注ぎ込む荒賀さん
にエールを送ります。
※障がいのある方々がスポーツを楽しむためには、サ
ポートするボランティアが必要です。障がい者
のスポーツに関心を持ち、一人でも多くの人が
このボランティア活動に加わってもらえるよう
に、来年１月から名古屋市障がい者スポーツ指
導員養成講習会（初級）を開催します。

　名古屋市障がい者スポーツ指導者協議会
とは、障がい者スポーツ指導員の有資格者が
スポーツ行事のボランティア協力や企画をし
ている任意団体です。
　10月に岩手県で開かれる全国障害者ス
ポーツ大会に、今年も名古屋から精神障がい
者のバレーボールチームが出場します。チーム
のメンバーは男性7人、女性４人の混合です。
　「精神障がい者にもスポーツの楽しさを伝え、
自立につなげることはできないか」と、9年
前、精神障害者施設や病院、企業に呼びか
け、なごや精神障がい者バレーボールを広め
る会を立ち上げました。練習会場は名古屋市
の各スポーツセンターや名古屋市障害者ス
ポーツセンター。
　荒賀さんはコーチと部員のつなぎ役。「精
神障がい者は他の人との意思疎通が苦手で
す。意思疎通自体がストレスになることもあ
ります。でも、バレーボールはプレーに失敗し
てもボールを拾ってくれる仲間がいます。励
ましてくれます。“お互いさま”がわかりやす
い競技で居心地がいいんです。これがスポー
ツの良さなんです」。だから奔走します。積極
的に障がい者がスポーツを楽しめる機会を
作ってあげたいと。
　8月25日にも子どもを対象にした身体障
がい児のスポーツイベントを名古屋市障害者
スポーツセンターで開催。「みんなで楽しむ」
をテーマに、子どもたち自身がそれぞれの役
割やルール、作戦も考えていきます。ボラ

　名古屋で暮らし始めて8年目になった時、子ど
もの手が離れたのをきっかけに電話相談ボラン
ティアに参加。育児中のお母さんたちの悩みと
13年向き合いましたが、地域を離れた活動に違
和感を持ちました。瑞穂区社会福祉協議会の「地
域ボランティア養成講座」、この「地域」に引かれ
て受講した最終日、勇気を出して「グループを作
ろう」と呼びかけたら26名が賛同してくれまし
た。グループ名が「かがやき」に決まった時、「誰
を輝かすの？」「そりゃ私らだわさ」この答えを聴
いて活動方向が決まりました。ボランティア活動
で輝く私たちを通して周りの人たちもかがやく活
動にしたい。平成3年1月のことです。
　ボランティア活動は一度動き出したら止められ
ません。活動先が見つからない初期には区内の高
齢者を支える情報誌「くらしのお手伝い」を手作
りで発行。喜ばれて嬉しかったです。何でも引き

　この拙文が、世に出るころには人々の記憶から、ほとんど姿を消しているかもしれませんが、我々、
障がい者にとって衝撃的な事件が起きてしまいました。それも、病的とも言える考えを持った、ひとり
の人物によって。重複障がい者ばかり、19名が命を落としました。犯人は、「障がい者は社会の役に立
たない。役に立たないものは存在してはいけない」という論理で、障がい者の抹殺を企図していたそ
うです。テレビで流れる映像を見ているだけで涙が溢れ、あきれるのを通り越して情けなくなりまし
た。これ以上の言及は避けますが、今の世の中、とかく余裕がなくなってきているのではないでしょう
か。余裕がないからこそ、他人、それも自分より弱い誰かに、強くあたるのではないでしょうか。ご想像
ください、役に立つ人間ばかりの世界を。「モダン・タイムス」の世界です。　

バタ

■お近くの市・区社協ボランティアセンター、または名古屋市市民活動推進センター窓口（中区・栄）へ！
　センターの職員が希望に合うボランティア情報をご紹介します。自分が活動したい区がありましたら、その区の
　社協で相談すると、詳しいボラ情報が分かります。
■インターネットサイト「なごやボラねっと」、「みみライン」、「なごや★ぼらんぽナビ」等を検索！
　ジャンルや区を選択して登録されているボランティア団体の情報やイベント情報を検索できます。
■ボランティア情報誌を見る！（「なごや福祉ボランティア募集情報」や「ボラみみ」、「ボラらいふ」等）
　各区社協窓口や名古屋市市民活動推進センターに配架されています。

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき

ボランティア豆知識①　～ボランティア情報はどこにある？～

HOT HEART

ほっとはあと
コーナー ボランティア・

NPOらいぶ

★精神障がい者バレーボールチームの
　立ち上げ
　～スポーツは居心地のいい場所～

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す。

インタビュアー：セツコインタビュアー：セツコ
をお訪ねしました。をお訪ねしました。

名古屋市障がい者スポーツ指導者協議会理事の名古屋市障がい者スポーツ指導者協議会理事の

荒賀博志さん荒賀博志さん

なごボラヒストリー ～こうしてボランティアは生まれた！～
名古屋のボラの歴史・経過の一端を紹介します。

第2回テーマ：「地域ボランティア」

瑞穂区・地域ボランティアかがやき 近藤京子さん

受けて、外出のお手伝いではバスガイドもやりま
した。一人ひとり想いや考え方、暮らし方の違う
会員ですが、「ボランティアでしかできない事を
やろう！」は共通の想いです。会員は47名になり
ました。
　ボランティアは活動中心と思われがちですが、
やりたい活動を支えているのは表には見えない
グループ運営です。月2回の定例会では活動先の
職員さんも出席してくださり、時には熱いやり取
りに発展することがあって、これぞボランティア
の醍醐味やと思います。会議の内容は定例会報
告書として活動先の諸施設にもお届けします。
　できるだけ住み慣れた地域で暮らし続けたい、
この会員共通の願いの実現のため、身の丈に合
わせたテーマを探して活動と学びを続けていき
たいと思います。

開 催 日

場 所

内 容

参 加 費
H P

平成29年1月7日（土）、14日（土）、
21日（土）、28日（土）【全4回参加】
名古屋市総合リハビリテーションセンター
福祉スポーツセンター
各障がいの概要、車いすバスケットなど
の実技、スポーツ科学の講義等
4,000円
http://www.shachispo.com/

〈名古屋市障がい者スポーツ指導員
　養成講習会（初級）のご案内〉
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お問い合わせ先
名古屋市共同募金委員会　　TEL：052-911-3192　　FAX：052-913-8553

餃子の皮のきのこピザ

健康レシピ健康レシピ

1 餃子の皮にうすくしょうゆを塗ります。

３1の餃子の皮（4枚）に、電子レンジで1分加熱したな
めこと、塩こんぶ、ピザ用チーズをのせます。

  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、本誌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2016年10月31日必着。
  〒462-8558 名古屋市北区清水四丁目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1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誌の企画以外に利用
したり、第三者には提供しません。

餃子の皮を使った小さなピザです。
おやつや、おつまみ、人が集まる

ホームパーティーにもおすすめです。

社協からのお知らせ

インフォメーション

　食欲の秋。ついつい食べ過ぎてしまうこの季節に注目したい
食材の一つが、きのこです。
　きのこは、ビタミンＢ、ビタミンＤ、ミネラルなどが豊富に含ま
れ、栄養価にすぐれた食材でありながら、低カロリー。食物繊維
も豊富なので、ダイエットや便秘解消の効果が期待できます。
　きのこのうまみと香りが凝縮された小さなピザ。しめじやエ
リンギなどお好みのきのこでもお試しください。

プレゼントつき
クイズ

ヨコのカギ タテのカギ

赤い羽根共同募金へご協力お願いします

クロスワードを解いて、色枠に入った
文字をA～F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

う ち わ
　今年も１０月１日から全国一斉に募金運動が行われます。
　皆様からの寄付金は多様な福祉活動に活用させていただきます。
　今年もどうぞご協力お願いいたします。
　なお、募金の使いみちはホームページ「はねっと」
（http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do）で紹介しています。

「第2回なごやボランティア楽集会 ～しゃべり場・学び場・気づきの場～」参加者募集
　ボランティア・市民活動の実践者同士（同志）が活動の意義や役割、原点等についてしゃべり、確認しあい、学びあう場
を開催します。ボランティアについてもっと深めたいと思われているボランティア活動者の方は、是非ご参加ください。

お問い合わせ・申込先　
平成28年12月2日（金）締切
名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL：052-911-3180　FAX：052-917-0702

①対象 名古屋市在住の６０歳以上の方　②費用 各講座につき５００円（当日持参）
③申込方法 電話またはFAX・郵便ハガキにて必要事項（氏名、年齢、連絡先電話番号）を記入して下記までお申込ください。
④お問い合わせ先 名古屋市高年大学鯱城学園　〒４６０-０００８ 名古屋市中区栄１-２３-１３ 伏見ライフプラザ７F
ＴＥＬ：０５２-２２２-７５２１　ＦＡＸ：０５２-２２２-７５２３　ホームページ：http://kojogakuen.com

日時　平成28年12月18日（日）10:30～16:00
場所　名古屋市総合社会福祉会館7階 大会議室等
　　　（北区清水四丁目17-1 北区総合庁舎内）
テーマ　互いのボランティア活動から学び、次の私たちの力へ
内容　・シンポジウム　・ランチ交流会（自由参加）
　　　・テーマ別分散会
　　　 （１）ボランティア活動の原点・根っこ
　　　 （２）ボランティアだからこそ考えられること～社会問題とボランティア～
　　　 （３）ボランティア活動が地域社会につながる
　　　 （４）ボランティア活動と仲間づくり

●しょうゆ…適量
●マヨネーズ…適量
●塩こんぶ…適量
●ピザ用チーズ…適量

材料（8枚分）
●餃子の皮…8枚　
●マッシュルーム…2～3個
●なめこ…1袋
●ベーコン…1／2枚

２1の餃子の皮（4枚）に、スライスしたマッシュルーム、
5ミリ幅に切ったベーコンをのせ、マヨネーズをかけます。

４2と3をトースターで3～5分焼きます。

④

⑧

⑥

⑦

②

⑤

③

①

対象　ボランティア活動者で、ボランティアについてしゃべりたい方、
学びたい方（定員100名）

参加費　無料

  ６０歳からの「学び、仲間づくり、社会参加」の場としての鯱城学園。学園生活を実感して
いただくために「体験専門講座」を開催します。

10月29日（土）
10：00～11：30

テーマ「作曲家の世界めぐり」　名古屋芸術大学教授　山田 純
名古屋市高年大学鯱城学園

国際

テーマ「陶芸実習」　楽陶館　陶芸実習指導員陶芸

12月10日（土）
10：00～11：30

テーマ「生活に役立つ食べ物知識」～天然・自然は本当に安全か？～
農学博士 消費生活アドバイザー　藤森 正宏

鯱城学園「体験専門講座」参加者大募集！

11月14日（月）
9：30～11：30 名古屋市高年大学楽陶館

テーマ「流氷の伝言～アザラシの赤ちゃんと地球温暖化」
動物写真家　小原 玲環境

11月26日（土）
10：00～11：30

1月14日（土）
10：00～11：30

名古屋市高年大学鯱城学園

名古屋市高年大学鯱城学園

名古屋市高年大学鯱城学園

文化

テーマ「健康体操」　体操普及指導員　前田 洋子健康

テーマ「食べ物を詠んでみませんか」　歌人　杉本 容子

1月28日（土）
10：00～11：30

テーマ「庭木の手入れについて」　園芸研究家　横田 直樹
名古屋市高年大学鯱城学園

園芸
美術 テーマ「はじめてみよう クロッキー」　洋画家　豊田 元

生活

地域

テーマ「介護難民にならないために」
社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 在宅福祉部 次長　平野和彦福祉

テーマ「幕末清須の町人剣士」　名城大学非常勤講師　長尾 隆幸

日時
体験専門講座年間スケジュール

専攻名 講座内容と講師 開催場所

体験専門講座の様子

名古屋市
高年大学

A

B

C

E

F

D

①特集で紹介したのは、今年8月に
新設された障害者○○○○○○○
センター
②お母さんのこと。父と○○
③「夢」を英語でいうと
④健康レシピで使ったきのこの一つ

⑤気がきいていて趣がある様子
⑥社協活動最前線で紹介した「相あいプラン」の3本
柱の一つは、人材発掘（相あいサポート○○○）
⑦盲導犬候補の犬を預かるボランティアは、パピー
○○○○○
⑧赤い羽根共同募金の使いみちを掲載しているホー
ムページは○○○○

　 わ た が し
　 ら 　 　 　 　 け
ほ い く あ ん な い
　 　 ら 　 　 　 ち
し ゅ う か い じ ょ
　 　 ん 　 ち 　 う め
　 　 　 　 ば
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