
わいわい子ども食堂 関連記事：2～3ページ
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株式会社m-earth／名古屋みなとロータリークラブ／真如苑／
和野 恵一／名古屋市一般廃棄物事業協同組合／有限会社三洋
サービス／福島工業株式会社中部支社／ダイドー株式会社／国際
製菓技術専門学校／大須民生委員児童委員協議会／平成２８年度
名古屋市公立保育園退職園長／「つながり・支えあおう 地域福祉の
すゝめ」（イベント募金箱）／街頭募金（2/25in栄）／名古屋市健康
福祉局職員ワンコイン運動／名古屋市子ども青少年局職員ワンコイン
運動／名古屋市社会福祉協議会職員ワンコイン運動／匿名17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28年12月1日～平成29年2月28日受付分）
（敬称略、順不同）

株式会社エイピーリファイン／高年大学社会参加委員会／名古屋市北部地区郵便局長夫人会 葵会／ＮＰＯ法人
ドリーム／長末 文子／北区役所民生子ども課民生子ども係／名古屋市健康福祉局高齢福祉課／大成有楽不
動産株式会社 名古屋支店／近藤 孝子／東松 暘／毛利 碵／小久保 榮一／株式会社ゆうちょ銀行名古屋貯金
事務センター久米 實／守山区志段味東小学校／蔦井株式会社／鈴木 加代子／栗田 通子／詩織保育園／株式會社 
槌屋／北区消費者クラブ／千種・北・西・中・守山・名東・天白区社会福祉協議会受付分／権利擁護センター東部
権利擁護センター／在宅福祉部
匿名１2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28年12月1日～平成29年2月28日受付分）（敬称略、順不同）

平成28年度会員（2月28日現在）（敬称略、順不同）

匿名3件
市社会福祉協議会への寄付 平成28年12月1日～平成29年2月28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／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／一般社団法人介護
福祉士実務者研修センター／
匿名8件

じむきょくちょうのつぶやき・・・

【特集】福祉クローズアップ  
子ども食堂～健やかな育ちを支援するコミュニティづくり～

匿名１2件

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。

　戦後70年、救貧の幹から進化論の如く、高齢、障がい…と分野別に枝分かれして発展してきたこの国の福祉システ
ムが、一夜にして「丸ごと」１本の大木になるのは一朝一夕にはいかないのでは。成否の鍵は、やはり隣人や地域の課
題を「他人事・他所事」じゃなく「我が事」と捉える、人々の思いの中にしかあり得ないのではないでしょうか。私たち
自身の覚悟と決意が強く問われるこの頃です。ただ丸ごと他人事にすることだけは避けなくては…。

名古屋市社会福祉協議会事務局長　立松 博
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社協活動最前線
ー昭和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！～北区みんなで交流会～
・ 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

みや課題も抱えている。第1に、本当に子ども
食堂を必要とする人に届いているのかという
点である（主に、広報と来場）。第2に、毎回の
子ども食堂に参加する人の数が読めないとい
う点である（利用者とスタッフ数の両方）。第
3に、活動の継続に不安を抱えている点であ
る。それは、広報、開催場所、食材、スタッフ、
資金の面に及んでいる。従来の地縁・血縁と
区別される、強制力のない緩やかなつながり
を「食」を媒介に作ろうとするのが子ども食堂
であるが、こうした活動を地域に根付かせる
ためには地域、行政、企業などからさまざまな
支援が必要である。そのためには、多様な主
体が緩やかにつながり、そのつながりが重層
的に張り巡らされる仕組みが必要である。

　子どもの貧困や孤食が社会問題となる中で、
地域の子どもに無料や安価で食事を提供する
子ども食堂が全国的な広がりをみせている。子
ども食堂は、地域社会の中で学校や家庭以外
にもう一つの居場所を作ろうとする試みであ
る。「子ども食堂」という名称が使われ始めた
のは2012年頃からであるが、2017年はじめ
の時点でその数は全国で400か所、愛知県内
も30か所以上に上る。そのほとんどが、NPO
やボランティアが運営している。このように子
ども食堂が急増している背景には、子どもの貧
困が大きく注目を集めていることに加えて、子
ども食堂なら、自分でも出来るかもしれないと
思う人が動き出したことがある。
　一方、子ども食堂の主催者たちは、共通の悩

がる。そんな連鎖が名古屋で継続的に進めら
れていくことが望まれます。
　名古屋市では、2017年4月から、子ども食
堂の開設助成金や子ども食堂の啓発などを
実施する名古屋市社会福祉協議会の「子ども
食堂推進事業」への補助を行います。
　子ども食堂が、子どもをはじめ地域のみな
さんの交流の場となり、美味しい食事を囲ん
でお腹いっぱい、笑顔いっぱい。そんな取組み
がひろがるように願っています。ぜひ、みなさ
んも改めて地域に目を向けてみてください。

　「みんなで食べると美味しいね！」
　なんらかの事情で、ひとりで食事をしてい
る子どもや満足に食事をとれない子どもがい
ます。しかし、子どもたちはなかなか声をあげ
られません。地域のつながりが希薄化してい
る現代社会の中では、子どもたちの声はます
ます聞こえづらくなっています。
　子ども食堂の取組みは、こうした現代社会
が抱える問題に優しく光をあてる取組みだと
思います。食事を通して地域の中でつながり
ができ、さらに行政や他の支援団体へとつな

福祉クローズアップ特 集

わいわい子ども食堂の様子
わいわい子ども食堂プロジェクト運営委員長
杉崎 伊津子さん

中京大学現代社会学部教授　成元哲（そん・うぉんちょる）

子ども食堂
～健やかな育ちを支援する
　コミュニティづくり～

子ども食堂運動の挑戦：
地域の中のもう一つの居場所／つながりづくり

名古屋市子ども青少年局子ども未来課子ども食堂への期待と支援について

だれもがつどい、笑いあえる、
地域の居場所づくりへ

　２００７年から、誰もが、その人らしく子育
てするための支援活動に取り組んできた北
医療生協を中心に、地域の３団体（北医療生
活協同組合・ファミリーサポートプロジェク
ト、名古屋北法律事務所友の会「暮らしと法
律を結ぶホウネット」、社会福祉法人 名北福
祉会 めいほく保育園）協働で実施するプロ
ジェクトが「わいわい子ども食堂」です。
　「子どもの貧困問題が浮上する中で、地域
の子育て支援を通し、子どもたちの食事情に
関心を持ち続けてきましたが、２０１４年に名
古屋市の学習支援モデル事業を受託したこ
とをきっかけに、いよいよ学童期の子どもの
食を支えなければ、という思いが強まりまし
た」とおっしゃるのは運営委員長杉崎さん。
　しかし「やるからには大人の都合は関係な
い」として、継続的な支援を実現すべく、２０
１５年、“地域まるごとの子育て支援”を提唱
し、３団体で子ども食堂プロジェクトを発足。
北区を拠点にこれまで月１回、低額（子ども
２００円・大人３００円）で、旬の味覚や行事
など、季節感を大切にした栄養満点のメ
ニューで子どもたちのお腹と心を満たして
きました。
　「やはり地域の３団体がタッグを組んだこ
とで、会場をはじめスタッフも十二分に確保
できましたし、調理のプロもいる。何より地域
に共感が大きく広がって、お米や野菜などの
食材も多く寄せられ、おかげさまで順調に運
営してこられました」
　第１回は子ども３人、大人１６人でしたが、１
年余りの活動で参加者は次第に増加。２０１６
年１２月までに１７回開催され、合計人数は中
学生以下の子ども５４６人、大人１３７人（ボラ
ンティア等を除く）となりました。
　「みんなと食べると楽しいと参加する子、

母親にラクをさせたいとやってくる子…どん
な子にも居心地のいい場所であるよう、すべ
てを受け入れる心構えでやってきましたが、
やっぱりつながるんですね。緩やかなつなが
りではありますが、続けることで、少しずつい
ろんなことが見えてきます」と杉崎さん。子ど
もたちの切ない思い、親の働き方、民生委員
など専門家へとつなぐべき生活実態…。
　「経済的な貧困は見えづらいものであり、
本当に必要とする人に届いているのか。子ど
も食堂の実践者の多くが悩み、迷っていると
思います。ですがむしろ大きな問題は、人と
人のつながりの希薄さから生まれる“心の貧
困”ではないでしょうか。そもそも私たちが目
指すのは、子ども限定ではなく“だれでも食
堂”なんですね。高齢者やホームレス、シング
ルマザー、世代も背景も関係ない、地域の交
流の場所であるべきだと考えています」
　そんな居場所となれるよう、この４月から
子どもの無料化を導入。月２回の開催も目標
であり、安定的財源の確保が急がれます。ま
た学校やトワイライトスクールとの連携、情報
交換や学習会のためのネットワークづくりと
課題は多くありますが、今後の取り組みに各
方面から期待が寄せられています。

　人がつながる地域の居場所づくりとして「子ども食堂」がクローズアップされています。愛知県内にお
いても、２０１５年には３か所でしたが、この１年で３3か所（２０１７年２月現在）に急増。名古屋市内でも１８
か所と関心の高まりを示しています。この動きを一過性のブームで終わらせないために今後どうすれば
いいのか。地域のコミュニティの基盤にもなり得る子ども食堂について現状や課題も
含め、学識、行政、実践者からご意見をいただきました。

子ども食堂について
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子どもたちの関心を集める動画で
体験学習の気づきをサポート

リアルな日常が生きた学びに

5分でできる
簡単エクササイズ

第12回

　小・中学校における福祉教育プログラムの
企画からゲストティーチャーの調整等、地域の
つなぎ役となり、地域福祉を推進するのも社会
福祉協議会の役割ですが、昭和区社協では昨
年、初の試みとして体験学習の補助教材となる
動画を制作。２名の当事者の方にご協力いただ
き、障がいのある人の日常の様子を５分ほどの
動画にまとめました。
　「１時限（４５分間）という授業内で、アイマ
スクや車いすの体験学習を行うプログラムの
企画を依頼されたのが、この動画づくりの
きっかけです。それまでも体験を重視するあ
まり、子どもたちの中で障がいの大変さだけ
がクローズアップされてしまうのではないか。
そんな危惧を抱いていたこともあって、事前
に講師のお二人の生活ぶりを動画で見せるこ
とができれば、“障がい”よりもその“人”に対
して興味、関心を持てるのではないかと思い
つきました」とは区社協の渡邉主事。このアイ
デアに、アイマスク体験講師の久保さん、車い
す体験講師の三好さんも賛同。「まずは映像
を通し、障がいがあることは特別なことでは
ないと伝えたい」と、通勤風景や職場での様
子などが動画に収められました。

　動画を作成する前は講師のプロフィール
シートを配布していましたが、体験学習の前に
動画を見てもらったことで当日に、「『あ、動画
の人だ！』とみんな目を輝かせてくれて。子ど
もたちとの距離も一気に縮まった手応えを感
じました」と三好さん。
　また久保さんは「障がいがあっても工夫すれ
ば普通に生活し、パソコンを使って仕事もでき
る。動画を通して、そんな日常がイメージしやす
くなったのでしょう。以前は『どう生きています
か？』などといった質問もありましたが、今は
もっと踏み込んだ会話ができるようになりまし
た」とおっしゃいます。
　そもそも車いすもアイマスクも、「体験を通
して得られる気づきが大事」と三好さんが
おっしゃる通り、目の前にいる人がどんな福祉
課題で困っているのか。それはその人に近づ
き、関心を持ち、相手を理解しようとしてよう
やく得られるものです。
　渡邉主事いわく「動画の活用はまだこれから
ですが、学びを“ともに生
きる力”にできるよう、ま
ずは講師の“人となり”を
伝える副教材として活用し
ていきたいと思います」

　精神保健福祉の分野で仕事を始め、12年になりま
した。精神障害により入院や自宅療養を余儀なくされ
て、働く機会を奪われるも、それでも働くことを選択す
る一人ひとりに応えたい。そんな想いでこの仕事に就
きました。
　10年前の精神障害者の就労支援は困難の連続でし
た。作業訓練やグループワークを通して就職の準備性
が高まった方と就職活動を始めても、精神障害をオー
プンにすると面接を断られ、また面接をしてもらえて
も精神障害を理由に不採用になり、就職を諦めていく
方たちも出てきました。
　しかし、企業も面接で採用判断する難しさがあると
知り、職場実習からお願いすることに切り替えました。
地域のスーパーマーケットの店長も快く引き受けてく
ださり、職場実習で一緒に働くことで精神障害の理解
をいただき、採用が決まりました。その就職した方は、
10年目の現在も継続して働かれています。
　障害者の法定雇用率の改正や障害福祉サービスに
就労支援の制度が創設されて以来、精神障害者の就労
は大きく推進されてきました。あらためて、制度の枠内
に終始した実践ではなく、精神障害者一人ひとりの職
業観・生活観・人生観に基づいた実践を日々追求して
いきたいと感じています。

名古屋若松寮
平井 誠敏さん へバトンタッチ

左から）動画の制作に携わった三好宏和さん、
昭和区社協主事・渡邉さくら、久保博揮さん

学校での福祉教育の様子

車いす体験の様子

次回は

想いをつなぐ 

リ  レ  ー  
ト  ー  ク
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樋口 拓朗さん 新生活の春を乗り切る、
こころを鎮める蓮華座。

　入学や入社など新生活が始まる春は緊張
やストレスを感じることもあります。
　精神を落ち着かせる効果のあるヨガの半
蓮華座のポーズで、骨盤・股関節を柔軟にし、
心と体をリラックスさせてはいかがでしょう。

両足を前に伸ばして
座り、腰から背筋を伸
ばし、アゴを引く。

右足を伸ばした状態で、
左足のかかとを右太
ももの下にもってくる。

右ひざを曲げて、右足
のかかとを左太ももの
上にもってくる。

手のひらを上に向けて
膝の上に置き、眼を閉
じてゆっくりと深呼吸
する。

Vol.29
昭和区社会福祉協議会 れん   げ    ざ

サンワーク管理者



【取材先：ふくちゃんきたちゃんボランティア委員会メンバー】
　北区のボランティア団体や大学の地域連携センター、当事者施設＆
グループ、社会福祉協議会などで構成される委員会メンバーが、ボラ
ンティア、福祉関係者、地域団体活動者や住民のみなさんが交流する
集い、『北区みんなで交流会』を開催しました。
開催日：2017年2月6日（月）13：00～16：00
会　場：市総合社会福祉会館　大会議室

〈お問い合わせ〉
北区社会福祉協議会
ＴＥＬ：０５２-９１５-７４３５　ＦＡＸ：０５２-９１５-２６４０
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【団体概要・活動内容】
　視覚障がい者の方への「広報なごや千種区版」の点
訳や小説の点訳、区内小・中学校での点字体験教室で
の講師。本の点訳リクエストも受け付けています。
活動日…毎週月曜日10：00～12：00 千種区社会
福祉協議会（第3月曜日は千種生涯学習センター）

会員…11名
点字体験教室…年に5回ほど
平成29年5月から点訳ボランティア養成講座を開
催します。ご興味があればぜひご参加ください。

●点から面につながりを広げる
　平成21年から数えて8回目の交流会。今年度
のテーマは、『つながりのはじめの一歩！』。誰か
と出会ってつながれば新しい顔見知りも増え、情
報もシェアし合うことができます。昨年度からボラ
ンティア委員会も企画段階から主体的に関わり、
学区連絡協議会、地域サロン運営団体、個人ボラ
ンティア、大学の地域連携センター、当事者施設＆
グループという120名を超す多彩な地域の方々
に参加いただきました。
　交流会参加者からは区内各地で活発な地域活
動が進んでいる様子が伝わりました。こうした
個々の活動（点）を互いに知らせあい、交流する
中で連携の可能性を探り、活動が広く学区規模の
活動（面）として発展することを目指すこの交流
会の存在意義は大きいと感じました。
●いろんな立場の人が一つのテーブルで
　交流会一部では、身近な場所に集まって気楽に
交流を深め、ともに助けあう地域を築くことを目
的に活動している東志賀学区の共生型サロンの実
践報告がありました。このサロンは高齢者に限ら
ず、小学生（春・夏休みの時に、参加依頼のチラシ
を保護者へ配布、トワイライトスクールの先生に協
力依頼）や子育て中の親子、障がい者などの地域
住民が参加できるサロン。参加者から質問もあり、
他の学区へのサ
ロン活動の広が
りを感じました。
　二部は立場の
異なる方々が学
区ごとのテーブ
ルに着席し交流

【活動に参加している方の想い】
　「てんとう虫」として結成から25年になりま
す。最初はいろいろ苦労がありましたが、今では
千種に「てんとう虫」ありと覚えていただき、依
頼も各種団体・個人から頂くようになりました。
でもまだまだ十分でないような、何かもっとでき
ることがあるのではないかと感じることもありま
す。かといってサークルとして１人相撲にならな
いよう、自己満足で終わらないようにしたいと思
います。

千種区社会福祉協議会 加藤まで　
ＴＥＬ:052-763-1531
ＦＡＸ:052-763-1547

【お問い合わせ】

〒468-0020 
名古屋市天白区平針南1-2006
http://www.nijiiro.nagoya
tsunagaru@nijiiro.nagoya

住 所

Ｈ Ｐ
E-mail

【お問い合わせ】
ＮＰＯ法人 つながる子育てにじいろ【学区ごとの話し合いの様子】

【ふくちゃんきたちゃんボランティア委員会メンバー】

【東志賀学区 共生型サロン 発表の様子】

千種区内小学校で点字体験学習三浦しをん著「舟を編む」点訳版

【団体概要・活動内容】
　地域での人と人とのつながりを大切に活動して
いる子育て支援NPO団体です。
　平成28年度より名古屋市地域子育て支援拠点
にじいろを運営しています。その他、妊婦から参加
出来る親子イベントや親子サークルの企画運営、い
のちのおはなし会などの各種セミナー開催、子育
て支援者養成講座企画運営、高齢者グループホー
ムへのふれあい交流訪問、助産師・保育士などの
講師派遣を行っています。

【活動に参加している人の想い】
　「私の子育てこれでいいのかな？」との声をよ
く聞きます。多様化する子育て環境の中で、妊婦
さんが赤ちゃんと気軽にふれあい、共に子育てす
る場が必要だと感じます。妊婦さんも子どもも、
高齢者も皆で手を取り合い、人と人が笑い、語り
合いながら、皆で子どもを見守り、親子が安心し
て心豊かに子育てができるよう、これからも地域
に根ざした子育て支援活動を続けていきたいと
思います。

グループホームへの
ふれあい交流訪問

名古屋市地域子育て支援拠点
にじいろにて離乳食相談会開催

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。

を深めました。地域役員さんにボランティア活動の
様子を知ってもらい、お互いに地域にできることな
どを意見交換しながら、よりよい地域を考える異業
種交流ならぬ〈異立場〉交流が活発に進みました。
●会場の声から
・これまで気付けなかった仲間の存在を知ること
ができました。

・他サロンの活動からヒントをもらえました。
・学生たちは社会とのつながりの中で自分を見直
す機会をいただいています。

・地域で出会う機会の少ない世代の人と交流で
きました。

・自分たちのボランティア活動の受け入れ先情報
が得られればと思って参加しました。

●取材を終えて
　居住地の学区連絡協議会や地域福祉推進協議
会の理解や協力があれば市民活動は今以上に地
域で喜んでいただけると感じました。この“北区み
んなで交流会”の存在意義をぜひ他のボランティ
ア団体や学区連絡協議会などに向けて発信してい
ただきたいと思います。　

点訳ボランティア 「てんとう虫」

ＮＰＯ法人 つながる子育てにじいろ

「学区ごとで地域のこれからを考えよう！
～北区みんなで交流会～」
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・「ぴんころおやじバンド」…毎週1回程度、
ハーモニカの練習（練習会場は守山文化小劇
場や守山福祉会館の協力あり）をして、サロ
ンやデイサービス、児童館や高齢者施設で、
ボランティア演奏会を開催しています。昨年
は、8箇所で演奏しました。
★活動への想いは（ぴんころ男会魂）
　「ぴんころ男会」は私たちにとって、楽しみで
あり、生きがいの一つとなっています。会の結
成から3年が経ち、親しい人たちが増え、新た
な出会いが生まれています。皆さんで次は何を
やろうかと話し合いながら活動していく中で、
今まで日常で気づかなかったさまざまなこと
に関心をもつようになりました。畑で野菜を育
てることやバンドの演奏でも、自分たちの活動
を通して一緒に笑っ
てくれる、歌ってくれ
る、楽しんでくれるこ
とが、ぴんぴんころり
のための特効薬に
なっています。　
★読者の皆さんへ
　地域とのつながりを大切にし、人との出会い
を楽しむ｢ぴんころ男会｣では、守山区内でオ
ファーがあれば、検討の上、演奏会に出かけて
行きます。親しみのある童謡や唱歌、｢みかんの
花咲くころ｣、｢カエルの歌｣、｢ふるさと｣などの
演奏を聴いて、一緒に歌ってみませんか?
　また、トマトやきゅうりやナス、ゴーヤや大根、
ネギなどを一緒に作って活動してみませんか？

★この会はどんな会？
　地域に暮らす男性のつながりづくりを応援し
ていた守山区社会福祉協議会の力を借り、平成
25年9月に男性12名でスタート｡皆さんで楽
しめることや知りたいこと、地域で役に立てる
ことなどを話し合い、平成29年1月現在では、
入会者が増加して32名で活動しています。3つ
の活動（班）ごとで手分けして、会を運営してい
ます(1つの班約10名)。各人の希望で好きな
活動に参加できます。入会者の平均年齢は、約
78才｡中には、90才を越える方もいらっしゃい
ます。元気に活動される気持ちのある方であれ
ば、入会に際しての年齢制限はありません。
★どんな活動内容？
　主な活動は毎月の定例会。年間の半分（約6
回）は、講師を招いて、健康や生活の話を学んだ
り、最近では、定例会の後に新聞の音読をして
います。みんなで一緒に声を出すという手応え
や喜びを感じられます。定例会の残りの半分は、
愛知県内の名所や施設を訪ね皆さんで交流して
います。その他の活動は、「ぴんころ畑」、「ぴん
ころ花壇」、「ぴんころおやじバンド」の3つ。
・「ぴんころ畑」…守山福祉会館の畑で、野菜
や果物などを栽培しています。収穫の時に
は、小学生たちと一緒に芋掘り体験をして
1ヶ月に2回くらい近隣の高齢者施設や子
ども食堂などに届けています。

・「ぴんころ花壇」…守山区役所の花壇の手入
れ、管理をしていま
す。花苗は、東谷山フ
ルーツパークや守山土
木事務所から寄贈さ
れるものもあります。

自分たちのやりたいことを実行することで、｢ぴんぴん｣と日々元気に暮らし、最後は、｢ころ～ん」と人
生を全うしたいと願う、男性高齢者の会、守山区の「ぴんころ男会」さんの7名の方に話を伺いました。

　20年前からボランティアでお年寄りの散髪をしている理容師さんたちのこの日の活動は、ガラス戸
の向こうにのどかな田園風景が広がる高齢者施設でした。髭を剃り温かい蒸しタオルに気持ちよさそ
うに目をつぶるお年寄り。ショートカットにしてもらっている女性。椅子も道具類も限られた中でお年
寄りに声をかけながら、ハサミやカミソリをリズミカルに動かす理容師さんたち。散髪を終えたお年寄
りのうっとりした表情。身だしなみを整えるってこんなに素敵な笑顔になるんですね。それをともに喜
ぶ理容師さんたちとその笑顔とリラックスしたお年寄りの表情が印象的でした。 セツコ

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき

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。

〈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〉
を取材しましたを取材しました

ぴんころ男会の方々

ぴんころ畑収穫

ぴんころおやじバンド

〈お問い合わせ〉守山区社会福祉協議会
TEL：052-758-2011  FAX：052-758-2015　

　スウェーデンの二人のお母さんが始めた、障
がい児におもちゃを貸出しする活動は、欧米
に広がり４０数か国で行われています。3年毎
に国際会議も開催されています。日本では、国
際児童年・国際障害者年を契機にボランティア
活動として広まりました。子育ての経験のある
主婦層が取り組みやすい活動として位置づけ
られました。各地の社会福祉協議会や日本お
もちゃ図書館財団の支援・助成で500館以上
に増えました。
　名古屋市では、市社協の指導で他地区より
も早くに連絡協議会を結成することができま
した。市の広報番組に、中村ボランティアセン
ター長と出演したこともありました。もったい
ない運動を推進していた名古屋青年会議所と
中部リサイクル運動市民の会とのコラボレー

ションでおもちゃのリサイクルで活動資金を生
み出したこともありました。
　名古屋市内16区に、おもちゃ図書館を作り
たいと願ってきましたが、活動も30年を経過
すると、ボランティアの高齢化、子育てにおけ
るニーズの多様化等多くの課題を抱え閉館す
るおもちゃ図書館も現れるようになりました。
しかし、新しいおもちゃ図書館も開館し、新た
なニーズに対応する努力をしながら、子どもた
ちの成長、発達に重要な部分を担うおもちゃ
遊びの大切さを大いに啓発していきたいと考
えています。市のおもちゃ図書館連絡会には、
おもちゃ病院ボランティアのグループも加盟
しています。おもちゃを手にする子どもたちの
笑顔が、この活動の推進力となっています。

守山区「ぴんころ男会」さん

第4回テーマ：「おもちゃ図書館」
名古屋市おもちゃ図書館連絡会 髙村 豊さん

　「ボランティア活動保険」は、ボランティア活動中における傷害事故と賠償事故とをセットで
補償します。活動場所に向かう往復途上も対象になります。補償期間は、毎年4月1日から翌年
3月31日まで（年度途中の加入もできます）。行事毎に加入するタイプの「行事用保険」もあり
ます。安心してボランティア活動をするためにも、ぜひご加入ください。
申 込 方 法　申込書に必要事項を記入・押印のうえ、掛け金を添えて、各区社会福祉協議会
　　　　　　または名古屋市社会福祉協議会窓口まで。
お問い合わせ　   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

「ボランティア保険」にご加入ください。
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餃子のラビオリ風

健康レシピ健康レシピ

1玉ねぎは細かいみじん切りにし、豚ひき肉と卵黄、塩と混ぜます。

３2を沸騰したお湯に入れ、3分茹でます。

  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4月30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7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。

時間がない時も、食欲がない時も、
つるっと美味しいかんたん餃子。

野菜、肉や魚介、炭水化物の小麦が一体となった餃子は、栄
養バランスのとれた完全食とも言えます。水餃子にすれば食
欲のない時でも、つるっといくつでも食べられるので不思
議。中身の野菜や肉、魚介は季節のものをなんでも細かく
切って包みます。餃子という概念にとらわれず、和洋中いろ
いろな材料の組み合わせで楽しむのもおススメです。春キャ
ベツと桜エビ、菜の花と茹で卵など、春らしい取り合わせも
いかがでしょう。

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

ま つ ば

●玉ねぎ…50g
●豚ひき肉…100g
●卵（卵黄と卵白に分ける）…1個

材料（4人分）
●塩…ひとつまみ
●餃子の皮…20枚
●有塩バター…20グラム
　

２餃子の皮の真ん中に20等分した1をのせ、周囲に卵白を塗り、120度のところを３か所もち、花のような
形に閉じます。

４鍋にバターを入れて溶かし、少し色がついたら皿に盛りつけた3の上にかけていただきます。お好みでパセ
リなどハーブをのせても美味しくなります。

2017年7月号誌上にて発表。正解者の中から抽選で

①寒い朝に地面や車のフロントガラスに
　おりるもの。「○○」
②特集で紹介したのは、こども○○○○○
③健康レシピは“○○○○のラビオリ風”
④旬ボラを行く！で紹介した交流会を
　開催している区は

⑤社協に寄託できるのは
　書き損じ○○○
⑥社協活動最前線で紹介したのは
　何区福祉協議会？
⑦一位になること
⑧原料として用いる木のこと

⑦① ⑧⑤

② ⑥

③

④

　 　  も  　 え が お

 ま め ち し き 　 や

　 　 　  ろ 　 　  じ

　 　 　  や ま か じ

　 　 　  さ 　 　  ゅ

こ つ づ い ば ん く 　 　

A

B C

①

A

D

B

C

⑧

⑤

② ⑥

③

④

⑦

お問い合わせ
名古屋市共同募金委員会
TEL：052-911-3192　FAX：052-913-8553

申込・お問い合わせ
名古屋市成年後見あんしんセンター
TEL：052-856-3939　FAX：052-919-7585
ホームページ：http://www.nagoya-seinenkouken.jp/

　昨年１０月１日から１２月３１日まで実施しました共同募金運動では、市民の皆様から約１億６，639万円
（一般募金約１億５，770万円、地域歳末たすけあい募金約８6９万円）の募金が寄せられました。
　心より厚くお礼申し上げます。
　寄せられた募金は、市区社会福祉協議会に助成され、お住まいの地域の社会福祉事業の推進や、支援を必要とする
人たちが地域で安心して暮らせるための福祉活動等への助成に活用させていただくほか、市町村を超えた広域的な
課題を解決するため、全県規模の活動にも活用されます。
　募金の実績及び配分先は、愛知県共同募金会
ホームページhttp://www.aichi-akaihane.or.jp/
でも紹介しています。

社協からのお知らせ

インフォメーション

第6期 市民後見人候補者養成研修説明会
　名古屋市では、誰もが住み慣れた場所で安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて、判断能力が十分でない
方の生活を市民目線で支援し、ボランティアで成年後見活動を行っていく「市民後見人」の候補者養成研修を開催します。
　研修の開催にあたり、市民後見人の役割や養成研修の内容等の説明会を行います。ぜひご参加ください。

第５回・ぼらマッチ！なごや ～あなたにマッチしたボランティアを見つけよう！～
　「ボランティアをしたい人」と「ボランティアを必要とする団体」とが出会い、お互いを知るイベントです。自分にぴっ
たりのボランティアを見つけませんか？

●ぼらトーーーク！…ボランティアをしている方の体験談を聞こう！
●ボランティア面談＆相談ブース（入退場自由）
　　福祉、国際、環境保全、災害救援など、さまざまな分野の団体が
　ブースを出展します。
●ボランティア入門や分野別などのボランティア講座
●ボランティア体験コーナー
●ボランティアコーディネーターによる相談コーナー
※上記内容は、今後変更になる場合があります。
※4月中旬から出展団体を公募予定。最新の情報は右記にお問い合わ
せいただくか、または、4月中旬以降ホームページをご確認ください。

お問い合わせ
名古屋市市民活動推進センター
TEL:052-228-8039　FAX:052-228-8073
ホームページ：http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/
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

日時　平成29年6月24日（土） 午前10時～午後4時（9時45分受付開始）
場所　愛知学院大学名城公園キャンパス アガルスタワー10階
　　　 （北区名城3丁目1－1）
アクセス　地下鉄名城線「名城公園」駅下車、徒歩1分

日程　平成29年6月  9日（金）13時30分～16時30分
　　　平成29年6月10日（土）13時30分～16時30分
  　   ※同じ内容を2回開催しますので、いずれか1日にご参加ください。
場所　6/ 9 ：名古屋国際会議場1号館3階（熱田区熱田西町1-1）
　　　6/10：名古屋市総合社会福祉会館7階（北区清水4-17-1）
対象　名古屋市在住か在勤の30歳から68歳まで（平成29年6月1

日時点）の方で、市民後見人として市内で週1回程度の活動を
継続的にできる方。

内容　 市民後見人の役割についての講演・養成研修の概要等の事務説明
定員　 各日100名
参加費 無料

共同募金へのご協力ありがとうございました


