
左上から時計回りに「戸笠子育てひろば」・「大清水 福祉の日 憩いの場」・「にぎやかサロン大高」・「いっぷく茶屋」
［緑区たまり場見学会］関連記事：4ページ
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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。
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社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会
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中西電機工業株式会社／株式会社m-earth／福島工
業株式会社 中部支社／一般財団法人中部シニア活性化
機構／和野 恵一／村山 スイ／大曽根オズガーデン委員
会／平成28年度名古屋市公立保育園退職園長／名古
屋市社会福祉協議会職員ワンコイン運動／匿名10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9月1日～平成28年11月30日受付分）（敬称略、順不同）

株式会社オルト／高年大学／名古屋八前郵便局／田村 富士雄／富士フイルムビジネスサプライ株式会社／ガイ
ドネットワークなごや／大成有楽不動産株式会社 名古屋支店／名東ハーネス／貴船学区地域福祉推進協議会／
明治安田生命保険相互会社 名古屋東支社藤ヶ丘営業所／毛利 碵／北区消費者クラブ／極東興和株式会社 名古
屋支店／ＮＰＯ法人スクスクスクール／きた福祉フェスティバル／暮らしと行政に憲法を生かす運輸の会／槌屋／
横山 吉子／東友会名古屋地区ボランティア部会／原田 幸恵／株式会社エヌケーシー／株式会社光文堂／東松暘／
中山 幸代／鈴木 幸子／全日本不動産協会愛知県本部／手話ダンス四季の会／若鈴コンサルタンツ株式会社／
蔦井株式会社／丹羽 美智子／昭和・中川・守山・緑・名東区社会福祉協議会受付分／権利擁護センター／シルバー
人材センター北部支部／匿名
4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9月1日～平成28年11月30日受付分）（敬称略、順不同）

平成28年度会員（11月30日現在）（敬称略、順不同）

親切会中部支社

市社会福祉協議会への寄付
平成28年9月1日～平成28年11月30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／
匿名6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・・・

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。

　最近読んだ本に「何かを失うことは、何かを得ること。失う一方通行はない。」とありました。昨年、個人とし
て、組織として何を失い何を得たのか、一年の計に思い巡らすのもよい機会かと思います。
　近年、地域の連帯や絆を社会が失ったと言われますが、その見返りに何を得たのか、失ったものの大きさはど
うだったのかあらためて考え、何が人々の幸せに繋がるのか、回復の方策を考える中で地域福祉のヒントが浮
かぶかもしれません。 名古屋市社会福祉協議会事務局長　立松 博
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特 集

　認知症カフェの運営を通して、高齢者が人とつながり、相談できる場を提供している「なごや
かハウス三条」の玉井ケア統括長にお話をお伺いしました。

　今回紹介した事例のように、地域や関係機関との連携のもと、法人の擁する人や財源、環境
を活用して、制度や他の経営主体では対応が困難な福祉ニーズに対応していくことは、社会福
祉法人の存在意義が地域の中で認められることにもつながります。

　就労経験が少なかったり長期にわたるひきこもり等の課題を抱えていたりと、直ちに一般的
な仕事に就くことが難しくても支援や配慮があれば働ける人に「働く経験の場・実習の場」を提
供する就労訓練事業。この事業を実施している南生苑の阿閉施設長にお話をお伺いしました。

あ つ じ

ー今後の課題はありますか？
　認知症に関する相談や、お困りごとを聞
いた後にどうフォローしていくか、また、ケア

マネジャーの紹介等でカフェに来られた方
に一度だけでなく継続して来てもらうため
にどうしていくか等が課題です。

ーどのように周知しましたか？
　地域への挨拶・周知が重要と知り、民生委
員や区政協力委員（町内会長）の会合の場で
チラシをお渡ししたり、近隣のサロンでも周
知させてもらいました。既存のサロンと開催
曜日が重ならないよう配慮し、今では毎回
20名前後の参加があります。
ー参加者の反応や職員の変化は？
　雨の日でも欠かさず来てくれるほど、毎月
楽しみにされている参加者の様子を見て、自
分たちが思う以上にこのような場が大切であ
ることに気づきました。きっかけは法人の方針
でしたが、認知症カフェの運営を通して地域の
『人のつながり』が大切だという意識が芽生え
ました。三条の特養・デイ・ケアハウスの職員、
ケアマネジャーが職種を問わず協力して取り組
み、共通認識のもと運営に携わっています。

ー認知症カフェを始めた経緯は？
　昨年度、法人として地域貢献に取り組む方
針を打ち出しました。どのような貢献活動が
できるのかと模索する中、施設のすぐそばに
市営住宅があり高齢者世帯が多いことから、
いきいき支援センターに相談したところ、認
知症地域支援推進員の方から認知症カフェ
の助成事業が始まると聞き、これまでの認知
症の方々への支援を生かして、認知症カフェ
を始めることにしました。

福祉クローズアップ特 集

なごやかハウス三条 さんさんカフェの様子

就労訓練の様子

社会福祉法人の地域における
公益的な取組について

さんさんカフェ（認知症カフェ）
・月１回 ケアハウスの食堂を利用して開催　
・参加費無料　
・認知症の方やその家族以外も参加可
・職員：４名従事　・相談コーナー設置　
・認知症に関するミニ勉強会を実施

ー就労訓練の受け入れの経緯は？
　関連セミナーの参加を通し、社会に上手く入
れない人に対して社会福祉法人として担える
部分があると考えました。平成２８年５月に就
労訓練事業所として認定され、７月～９月にか
けて、就労訓練事業のあっせん調整や受入事
業所に対してフォローアップ等を行う「仕事・
暮らし自立サポートセンター金山（以下：セン
ター）」を通じて１人を受け入れました。
ー就労訓練の内容はどのようなものですか？
　まずは３日間の非雇用型就労訓練を実施
し、その後、雇用型で１０時から１５時半まで週
３日来ていただきました。業務内容はセン
ターとも相談しながらご本人と面談の上決定
し、主に洗濯場での仕事をお願いしました。特
養フロアで掃除等もやっていただきました
が、その際は常に一対一で教えることが難し
いため、３０分程でできることをその都度指
示し、ご本人がどうすればよいか不明瞭な状

態にならないよう配慮しました。また、担当職
員を決め、相談を受けやすくしました。
ー就労訓練を受け入れた感想は？
　センターの支援がしっかりしており、施設と
して懸念することはありませんでした。まずは、
毎日きちんと施設に来て決められた仕事を行
い、ゆっくりでも「働く」ということを実体験で
きれば次につながるのでは、と考えました。そ
の方は、就労訓練を終えた後当苑での一般就
労につながり、今も継続して働いています。
ー今後の課題はありますか？
　今後は、業務内容と受け入れられる人数に
ついて検討が必要です。就労訓練後こちらで
雇用するのが難
しくても、他の
ところでの一般
就労につながっ
ていけばよいで
すね。

社会福祉法人なごや福祉施設協会　なごやかハウス三条（認知症カフェ）

社会福祉法人緑生福祉会　南生苑（就労訓練事業（中間的就労））

　社会福祉法等の一部を改正する法律が平成２８年４月１日から一部施行され、社会福祉法人の「地域に
おける公益的な取組の実施」が責務化されました。
　その背景には、財政上の優遇措置を受ける社会福祉法人に、慈善的な福祉サービスや低所得者への福
祉の提供、地域のセーフティネットとしての機能を期待する「地域公益活動」に関する指摘や、余裕財産の
保有・使用の在り方について、公共性を担保する仕組みが必要であるという基本的視点があります。

　厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知（６月１日付）「社会福祉法人の『地域における公益的
な取組』についてに」おいて、公益的な取組の要件は、
 ①社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること　
 ②日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること　
 ③無料又は低額な料金で提供される福祉サービスであること　　　　　　　　　　　　　
と定められています。
　また、小規模な法人において、単独で実施することが困難であるような場合には、複数の法人で連
携し実施することも考えられますが、単に資金拠出するだけでなく、実質的に事業等の実施主体とな
ることが必要とされました。

●社会福祉法人として「制度の狭間」問題に積極的に取り組むことが求められている現在、福祉施設が
率先して地域のニーズに応えるべく実践している取組をご紹介します。



4 5

たまり場（サロン）見学会を
持続的な地域活動のヒントに

運営者の“横のつながり”を支える

5分でできる
簡単エクササイズ

第11回

　緑区社協では、平成２６年度～３０年度の第
３次地域福祉活動計画において、多様化する福
祉課題に応じた“たまり場（ふれあい・いきい
きサロン）”づくりを掲げています。そこで、平
成28年9月、担い手同士の情報交換や共有を
図る「たまり場見学会」が開催され、区内の４ヵ
所のたまり場の見学ツアーが行われました。
　「市内１６区の中で、もっとも多くたまり場
のある緑区（１４0カ所／平成２８年１０月末現
在）ですが、プログラムのマンネリ化や参加者
の固定化、担い手不足、会場の確保など、いく
つかの課題と向き合う中で、運営者はより良
い活動のためのヒントを求めています。今回、
自分たちの特長を生かしながら活発に活動し
ているたまり場を見学し、意見交換などを行
いましたが、参加された皆さん、それぞれに課
題解決の糸口を掴んでいただけたようです」
と区社協の山本さん。

　この見学会には、ただ単に良い取り組みを
している事例から学ぶ以上に大きな収穫があ

るようです。
　「百聞は一見にしかず、実際に見て、感じて
ほしいと思いました。実例を通して具体的に
意見交換できるので、活動への理解も深まり
やすいですし、何よりスタッフの皆さんの熱意
がひしひしと感じられる。そんな地域づくりへ
の情熱を共通項に、サロンの担い手同士、運
営の苦労や不安、負担を分かち合い、情報交
換できる “横のつながり”を生み出すメリット
は大きいです」と山本さん。
　今回は、緑区のたまり場だけを対象にしま
したが、他区とも連携しながら、緑区以外の
たまり場の見学も検討したいそうです。「今
後も交流会の開催や情報発信を通してさら
に“たまり場の輪”が
広がるよう支援した
い」と山本さん。
　ますます多様化する
地域課題への対応策
として、その輪がおお
いに役立ちそうです。

　知的障害者に対する差別や偏見を無くしていきたい
という思いで２８年間仕事をしてきました。そういう意
味では「障害者なんていなくなればいい」という動機
によって行われた相模原市の津久井やまゆり園事件
は、これまでの自分の仕事を全否定されたかのような
気持ちになり、自分の仕事には何の意味があるのか分
からなくなってしまいました。同時に、そもそもこの悲
惨な事件は本当に起きたのか、直接この目で確かめ、
これまでを振り返り、今後自分は何をすべきかを確か
めるために津久井やまゆり園へ行ってきました。
　お盆休みだというのにたくさんの報道陣や警察官、
窓ガラスは、中が見えないように無数の新聞紙で覆わ
れ、本当にこの事件は起きたのだと分かると、激しく動
悸がし胸を締めつけられました。正門の脇に設置され
た献花台へお花を手向け合掌した時でした。賛否両論
のあった犠牲者の匿名報道だったため「19名の皆さ
ん安らかに」という言葉しか出てきませんでした。顔と
名前が分からない、そしてその方々の歩んでこられた
人生が全く浮かんでこないことへの違和感、献花台に
供えられた沢山のお花、そして、横一線に並べられた１
９本の缶コーヒーを見て、やるせない思いとなりまし
た。園を後にし、障害者福祉の仕事の意味が何年も従
事しているのに、恥ずかしながら少し分かった気がしま
した。「服部さん、まだまだやることあるよ！」19名の
皆さんにそう言われたような気がしました。

サンワーク 管理者
樋口 拓朗さん へバトンタッチ

たまり場見学会 大清水「福祉の日」憩いの場の様子

次回は

想いをつなぐ 

リ  レ  ー  
ト  ー  ク
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服部 史忠さん 指ヨガ呼吸法で
いつでもどこでも体調管理

　手には全身のツボが集中していると言われ
ています。
　カラダが縮こまりがちな冬には、肩もこり
やすくなります。
　指まわしをすることで、肩の柔軟性をとり
戻し、血行を促進しましょう。

人差し指と薬指の付け根、中指との
またのあたりをもみほぐします。

人差し指の先をつまみ、
息を吐きながら
ゆっくり3回そらせる。

人差し指の先をつまみ、
左右にゆっくり10回づつ
まわします。
薬指も同様に。

緑区社会福祉協議会　
地域福祉推進スタッフ 山本昇司さん

山吹ワーキングセンター／
山吹ワーキングセンター明倫
管理者



【取材先：昭和おやじ会】
　最初の「おやじ塾」が昭和区ボランティア連絡協議会の企画で開催された
のが平成２５年。その２年後に協議会講座部会で塾の運営に携わっているメ
ンバーとこれまでの塾の参加者とで立ち上げたのが「昭和おやじ会」です。
　おやじ会は塾の企画・運営の手伝いをしながら、街巡り、工場見学など
様々な行事を実施してメンバー間の一層の親睦を図り、今年度からはボラ
ンティア活動にも携わるなど地域での活躍の場を拡げています。
　おやじ会メンバーの年代は４０代から７０代までと幅広く、総勢３０名。今
回その中心メンバー７名にお話を伺うとともに、今年度の講座を受講された方々もその場に参加されて一
緒にお話を伺うことができました。

〈お問い合わせ〉
昭和区社会福祉協議会
（昭和区ボランティア連絡協議会事務局）
ＴＥＬ：０５２-８８４-５５１１
ＦＡＸ：０５２-８８３-２２３１
Ｅ－ｍａｉｌ：ｆｕｋｕｓｈｉ＠ｓｈｏｗａｋｕ-ｓｙａｋｙｏ．ｊｐ
※一部有料の講座があります。
おやじ会入会の際は入会金１千円を頂きます。　

熱田神宮観光ガイドのご案内について
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【団体概要】
　あいち骨髄バンクを支援する会は、日本骨髄
バンクが行う骨髄ドナー募集事業を支援し、愛知
県内でドナー登録推進のお手伝いを行っていま
す。また、白血病等血液疾患の患者さんや患者さ
んご家族の相談業務、こころのケアや、病気を克
服してからの就職支援の必要性の啓蒙活動、お
手伝い（相談業務）も行っています。活動は全て
皆様方からのご寄付により支えられています。●おやじ塾の目的、企画内容、工夫

　なかなか地域への一歩を踏み出せないおやじ
の皆さんを外へ引っ張り出し、地域デビューを果
たしてもらうきっかけ作りが開設の目的です。今
年度で４回目になり、「〈引きこもらず〉教育（今日
行く）教養（今日用）」を合言葉に、年５回講座を
開催しています。
　いくつかの講座では募集定員を超える応募者が
あり、興味のあるテーマであれば腰の重いおやじ
の皆さんも出てくると確信を得ましたので、講座
の企画内容を工夫しています。例えば「料理」、「歴
史」はひとつのキーワードであり、奥さんのために
も料理ぐらいはできなければという優しいおやじ、
あるいは地元をもっと理解したいという真面目な
おやじが参加してくれています。その他お洒落や趣
味の色合いが強いテーマも加えてバラエティに富
んだ内容になるよう工夫しています。
　開催場所は区内とし、講師も区内の方にお願い
しています。それによって受講者側も講師側もより
一層地域につながってもらうという考えからです。

●おやじ会活動の喜び
　講座参加者の方々には移り住んで来た方もおり、
地域の歴史や名所旧跡などを勉強してより一層地
域に溶け込もうという思いを強く感じます。その
方々から講座に参加して「地域に対する理解が深
まったし、様々な人に出会えてうれしい」とお聞き
することは、塾の目的にもかない、大きな喜びです。
　ボランティア活動として、区内お祭りでのテント
建てや名古屋ウィメンズマラソンなどに皆さんが
積極的に参加してくれることもうれしいですね。

【活動に参加している人の想い】
　白血病でも造血細胞移植を行えば治る時代にな
りました。しかし未だドナーが見つからず移植を受
けられない患者さんは数多くいます。既に46万人
以上の登録がありますが、諸事情で骨髄提供に至
らないドナーも多く、移植を希望される患者さんの
約６割しか移植を受けることができません。また登
録者の高齢化も進み、今後55歳を迎えて骨髄バン
ク登録から卒業される方も増えてきます。是非骨
髄バンクにご理解、ご協力をお願いいたします。

〒464-0006
名古屋市千種区光が丘1丁目22番7-105号
052-712-0457（fax兼用）
http://www.aichinokai.or.jp/
npoaichi@tj9.so-net.ne.jp

住 所

T E L
Ｈ Ｐ
E-mail

【お問い合わせ】

【白金小学校 避難所訓練への協力】

【津島神社へ】

ドナー登録活動普及啓発活動

【団体概要】
　平成１０年「第１１回健康福祉祭愛知・名古屋大
会（ねんりんピック98）」が開催されるに当たり、
全国から訪れる関係者に熱田神宮を案内し一層交
流を深める目的で名古屋市シルバー人材センター
が窓口となりガイドの募集・養成を行い発足した
団体です。
　大会後も引き続き、ボランティア観光ガイドの
会として熱田神宮の了承と支援を得てガイド活
動を継続し、今年平成２８年度「社会参加活動事
例団体」として推薦を頂き9月15日、内閣府よ
り顕彰されました。

【活動に参加している人の想い】
　「初詣は熱田さん」と身近に感じていた熱田神
宮の「ガイド募集」を見つけ、そのご縁で熱田神宮
の歴史や神事・伝承などを学習する中、年間700
万人超の参詣者があることを知りました。「笑顔
でお迎え、フェースtoフェースでの分かりやすい
説明、魅力のポイントを的確に」と心がけ「ありが
とう！神々のお力を頂き癒されました」などと共
感された時、一層のやりがいを感じます。
（※ボランティア活動には、養成講座に参加する
必要があります。）

①土、日、祝日は10：00～15：00の間、会員3名が
第二鳥居（手水舎の東南）にて待機し、ご案内します
（雨天及び年末年始はお休みです）
②平日のガイド依頼は事前予約制です（5名以上のグ
ループで1ヶ月前に予約願います）

③ガイド依頼連絡先：090-5117-4394
　（平日 9：00～17：00受付）

観光ガイド案内看板熱田神宮観光ガイドの様子

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。

　また、おやじバンドを結成しようという動きもあ
り、実現が楽しみです。

●今後の課題
　これまで定員を超える申し込みがあった一番人
気の料理講座で、今年は参加者が減りました。ア
ルコールの提供をやめたことに一因があると考え
ていますが、公共性との兼ね合いでどう折り合い
をつけていくか思案中です。
　また、団塊の世代の参加者が少ないので、この
人たちも関心を持つ「孫」などのテーマをどう取
り込んでいくか、そしてそれを世代間の交流にど
うつなげていくかも検討しているところです。
　一方、おやじ会があるのに女子会がないのは不
公平だという声が女性陣から上がっています。
フェミニストがそろうおやじ会としてはこの声にも
応えなければと、これま
た思案中です。

インタビュアー：
Ｇ爺ライダー真ちゃん
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★これからの二人にエールを
　「自分の目指すことに合っていそうな仕事
が見つかりました！」、「卒業後は地元に戻っ
てまちづくりに関わりたいです！」とそれぞれ
元気いっぱい語ってくれました。音楽デュオ活
動のこれからについても「卒業が活動の終わ
りだとは全く考えていません！」と息の合った
答えが返ってきました。
　日本の未来は明るい！と思わせてくれた
「たんポップぱぷりか」さん、10年後にも会っ
てみたいと思わずにはいられない二人でし
た。「あゆみの会」の皆さんもきっとそんな想
いで二人にエールを送っていることでしょう。
　二人を「あゆみの会」に紹介した大学の先生
の言葉、「社会を変えることは難しくても、一
人ひとりの意識が変わっていくことが大切」を
胸にこれから羽ばたいていってください。

★「あゆみの会」との関わり
　作詞作曲にあたって、「あゆみの会」のメン
バーの皆さんの「伝えたい言葉」や「大事な言
葉」を出し合ってもらい、それをつなげて曲に
したそうです。完成後、皆さんの前で歌を披露
すると、涙を流す方や失語症のある方もメロ
ディーを口ずさんでくれたことを知り、音楽で
想いをつなぐ力を感じた二人。会の皆さんも
きっとそんな二人とのめぐり合いに新しい理
解者が増えたと喜んでいることでしょう。皆さ
んの想いを最優先に共に歩むという福祉マイ
ンドをしっかり身に着けていると感じました。

★多くの人に支えられて
　二人は高校生の時にデュオを結成し、施設等
への音楽訪問のボランティア活動もしていま
す。活動の中で、部活仲間や先輩、そして演奏
機会をくださるまちの人、学生の皆さんが社
会の中で活躍する機会をコーディネートしてく
ださる先生方など、大勢の人たちの想いの輪
を音楽でつなぎながらカタチにしています。

　若年性認知症の方やそのご家族の交流の場である「あゆみの会」。そのオリジナ
ルソングをボランティアで作詞作曲した大学４年生の音楽デュオ「たんポップぱぷ
りか」の浅井さんと篠田さんを取材しました。

　居住地区で町内会長さんのお手伝いボランティア（副会長）をしています。時々ご近所さんから「よう引
き受けやぁたねぇ！」と言う声が。うわぁ！そんな大変なことを引き受けてしまったのか…。役員になったこ
とで回覧物配りのついでに災害時避難ルート確認やゆるやかな見守り活動もできるのに…。というわけで
自分の活動を「まちのお仕事帳」として記録しています。これを整理すれば誰かの犠牲的精神頼りではない
町内活動のヒントが得られそうです。次の副会長さんへの引き継ぎマニュアルにもなるはずです。
　“例年通りつつがなく…”はいいのですが、誰かに仕事を集中させることで得られる平穏は本物では
ありません。以前この欄に書いたように、自分自身が住んでみたくなるような町をイメージしながら「町
しごと」のお手伝いをしていきたい、改めてそう思っています。 旅する食いしん坊ＹＭ

ボランティア・ＮＰＯ活動のチラシや講座案内、ボランティア助成金情
報提供、授産製品の販売を行っています。

区ボランティア連絡協議会（ボランティアグループのネットワーク組
織）のポスターや各区児童館の活動カレンダーを掲示しています。

開館時間　8:45～20:45（日・月～17:00）
休館日　祝日、年末年始

ほっとはあと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：旅する食いしん坊ＹＭ　インタビュアー：旅する食いしん坊ＹＭ　

５階ふくしの広場

５階

6階

参加1年経過の

浅井里美さん（左）＆篠田果奈美さん（右）

「あゆみの会」の
皆さんに初披露
しました♪

名古屋市若年性認知症
講演会でオリジナルソング
「AYUMI」を披露♪

　私が名古屋で夢喰人（ばくじん）の活動を始め
たのが1980年。障がいを持った仲間とボラン
ティアが一緒に街や野山に出て、遊びつつ学び
合っていました。この活動を始めた時のキーワー
ドが「誰もが当たり前に暮らせるまち（社会）で
あるといいよね」でした。このキーワードの「誰
も」が夢喰人の場合、身近にいた障がいのある仲
間だったってことがこの活動のスタートになって
いったのです。
 この夢喰人の活動を始める数年前、私は全国規
模のボランティア研究集会の運営に携わる機会
がありました。そこで改めて感じたのはボラン
ティアってみんなそれぞれ、たまたま出会った
自分の目の前の事をやっているけど「基本的な
願いは同じだよね」ってことでした。だったら同
じ願いを持った者同士がもっと知り合ったりつな

がったりしたら素敵だし、力になるよねと漠然と
思っていました。ですがこの地域にはそのボラン
ティアを横につなぐ仕組みや縁がほとんどないと
いうのが実情でした。でも少しずつ縁のある者が
集まり、語り合い始め、その中で「愛知でボラン
ティア集会をやろう」ということになり県・市社
協さんと一緒に実行委員会形式で開催したので
す。それが83年の第1回愛知県ボランティア集会
だったのです。
 それから33年。その間、色々と形を変えましたが
このボランティアの出会いや学びの場はほぼ毎年
のように行われ、今は「なごやボランティア楽集会」
という形で引き継がれています。いろんな分野のボ
ランティアがそのジャンルを越えて知り合い、そし
てお互いから学び合うことで自分たちのこれから
の力にしてほしいものだと私は思っています。
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白野菜のリゾット

健康レシピ健康レシピ

1 鶏むね肉は一口大に切り、軽く塩をし、サラダ油をひいたフライパンで焼き、取り出しておきます。

３米はさっと洗い、水気をきり、再沸騰した2に入れ、時々かきまぜながら8～10分煮ます。

  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1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4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。

一皿で栄養たっぷり。
白い冬野菜で作る

カンタン！あったかご飯。

社協からのお知らせ

インフォメーション

　キャベツの約2倍のビタミンCを含むカリフラワーは、冬の風
邪対策にうれしい野菜。ゆで汁は旨みが豊富なスープとなりま
す。このスープをお米にまとわせて、旨みと栄養を丸ごといた
だきます。この時季に美味しくなる百合根はホクホクと甘く、疲
労回復や高血圧予防にもよいとされ、味のアクセントになりま
す。カブや白菜など、他の野菜にかえても美味しい料理です。

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～C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

お く と ー ば ー

●カリフラワー（中）…1個
●百合根…1個
●鶏むね肉…1枚
●米…1カップ
●水…4カップ

材料（4人分）
●サラダ油…適量
●塩…適量
●オリーブオイル・パルメザンチーズ
　…お好みで

２同じフライパンに水を入れ、沸騰したら小房に分けたカリフラワーを入れます。

４百合根を一枚ずつはがし、汚れをとったら3に入れ、1も戻
し入れて2～3分煮たら、塩で味を調えて出来上がりです。

5 お好みでオリーブオイルやパルメザンチーズをふると本格的になります。

⑦①

A

B C

①ニコニコと笑った顔のこと
②9ページ真ん中の記事は
　ボランティア○○○○○
③火の用心。山林が焼けること
④ボランティア・NPOウォッチングで
紹介したのは何を支援する会？

⑤お雑煮に欠かせないのは？
⑥健康レシピは何のリゾット？
⑦電車が発着する場所
⑧旬ボラで紹介したのは？

※鶏肉を焼いた後のフライパンに焦げがある場合は、ペーパーでふき取ります。

　「学び、仲間づくり、社会参加」の場である鯱城学園では、平成29年４月
入学生を募集します！新たな発見や出会いがあなたを待っています。
　詳細は、区役所・支所、区社会福祉協議会、生涯学習センター、図書館など
で配布中の入学案内をご覧ください。

鯱城学園入学生募集！～今回から、卒業生の再入学が可能になりました！～

名古屋市に在住する、60歳以上の方
平成２８年１２月１日（木）～平成２９年１月３１日（火）

対 象
募集期間
お問い合わせ 名古屋市高年大学鯱城学園　TEL：052-222-7521

平成29年2月11日（土・祝） 13時～17時
愛知県社会福祉会館　５階 研修室等
◆福祉学習サポーター・福祉教育協力ボランティア
◆福祉教育・ボランティア学習に興味のある方
200名
無料

日 時
会 場
参加対象

参加定員
参 加 費

お問い合わせ・申込先
名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進部
（担当：澤野・村田）
TEL：052-911-3180　
FAX：052-917-0702

専門講座の様子

　「ボランティアをしたいけど、何をしたらいいの？」「自分にできる・地域でできるボランティアって何だろう？」と
いう方にオススメの講座です。ボランティア活動の意義や活動の事例などを分かりやすくご紹介し、ボランティア実
践者の方に体験談などもお伺いします。

ボランティア入門講座のご案内〈名古屋市社会福祉協議会・名古屋市主催〉
1歩ふみだそう！ボランティア入門講座

平成29年2月4日（土） 14時～16時30分
中川区社会福祉協議会（中川区小城町１丁目１-２０）
◆名古屋市市民活動推進センター職員
◆名古屋市社会福祉協議会職員
ボランティア活動実践者
30名（先着順）
500円

日 時
会 場
講 師

ゲ ス ト
定 員
参 加 費

お問い合わせ・申込先
平成29年1月11日（水）以降、電話・ＦＡＸ・E-mailまたは来館
にて、下記までお申込みください。
名古屋市市民活動推進センター　名古屋市中区栄三丁目18-1
ナディアパーク6階　※月曜日休み
TEL：052-228-8039　FAX：052-228-8073
E-mail：npo@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

　基調講演や分科会から名古屋市内や他地域の優れた福祉教育実践事例等を学び、今後の福祉教育・ボラン
ティア学習の取り組みのヒントを得ることを目的に開催します。

2017 福祉教育・ボランティア学習のつどい in あいち・なごや

平成29年2月5日（日） 13時30分～16時
中区役所ホール（中区栄四丁目1-8）
◆①基調講演
　テーマ「障害者差別解消法がめざすもの」 
　講師 日本福祉大学教授 柏倉 秀克氏
◆②トークセッション
　テーマ「障害のある人もない人も共に生きる地域社会をめざして」
　登壇者  NPO法人自立生活夢宙センター　大橋 グレース 愛喜恵氏
　　　　  中部国際空港株式会社　顧問 荒尾 和史氏
　聞き手  柏倉 秀克氏

日 時
場 所
内容・講師

無料
450名（先着順・事前申込み不要）

参 加 費
定　　員
　

お問い合わせ
障害者差別相談センター
TEL：052-856-8181
FAX：052-919-7585
メール：inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp
ホームページ：http:// nagoya-sabetsusoudan.jp

　平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行されました。この法の趣旨である、障害のある人もない人も共に
生きる社会づくりを目指し、みだしの講演会を開催します。

障害者差別相談センター 市民向け講演会 開催

こ じょう がく えん
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