
　「市民後見活動を通じて考える「成年後見制度」のこれから」 関連記事：2～3ページ
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社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

12

尾関 智／遠藤 武／株式会社m-ear th／
和野 恵一／富国生命保険相互会社 名古屋支社／
西区社会福祉協議会受付（募金缶）／民生委員大
会街頭（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8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6月1日～平成29年8月31日受付分）（敬称略、順不同）

昭和区役所区民福祉部民生子ども課／名古屋市健康福祉局介護保険課／鈴木 加代子／はつらつ名城／東松暘／株式会社光文
堂／北区消費者クラブ／暮らしと行政に憲法を生かす運輸の会／田村 富士雄／富国生命保険相互会社名古屋支社外野倶楽
部／愛知時計電機株式会社／高年大学／医療法人大里会／高年大学鯱城学園社会参加委員会／サンコー商事株式会社／碧
海信用金庫／名東区役所区民福祉部福祉課／北区役所区民福祉部民生子ども課／蔦井株式会社／かもめ保育園／明治安田
生命保険相互会社名古屋東支社藤ヶ丘営業所／長末 文子／伊勢屋金網工業株式会社／中・熱田・南・天白区社会福祉協議会
受付分／公益社団法人名古屋市
シルバー人材センター北部支部／
匿名10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6月1日～平成29年8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8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／冨田 哲生／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／三谷 洋一／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  
市民後見活動を通じて考える「成年後見制度」のこれから

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。

　孫と訪れた遊園地でのこと、乗ってから気が付いたジェットコースターの年齢制限（下限じゃなく上限！）は如何な
ものかと思いました。高齢者１人を現役２人で支える超高齢社会で、年齢による一律の福祉対象者という考え方から、
いくつになっても元気なうちは支える側に廻る「我が事・丸ごと」の世界が求められています。障害福祉の分野でも対
象者の個別認定が進む中、暮らしにおける私たち自身の高齢者の認識を改める必要があるのかも。

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
ー千種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！～認知症カフェあかり～
・ 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！～

匿名1件

市社会福祉協議会への寄付
平成29年6月1日～平成29年8月31日受付分
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特 集 福祉クローズアップ特 集

市民後見人候補者養成研修（グループワーク）の様子

市民後見活動を通じて考える
「成年後見制度」のこれから

平成28年５月には成年後見制度の利用の促進
に関する法律が施行され、制度の利用促進を図っ
ていくことが国の方針として示されましたが、とり
わけご本人に寄り添い、市民感覚を活かしたきめ
細やかな後見活動を行う「市民後見人」は、超高齢
社会においてなくてはならない存在です。
森下さんは、知的障がいのある５６歳の男性を

担当して３年半。週１回の訪問時には、なかなか
意思疎通の難しいご本人との会話にホワイト
ボードを活用するなど、工夫しながらコミュニ
ケーションの糸口を掴んでいきました。
一方、洞谷さんが２年８カ月、寄り添われてきた

のは、現在９２歳の認知症の女性です。

「会ったこともない方を生涯支えていけるの
か、体力的に自分にできるのかと最初は躊躇しま
したが、養成講座の仲間が果敢にチャレンジする
姿に触発されました」とおっしゃる洞谷さん。今
では施設の行事に一緒に参加することもあるほ
ど、フットワークも軽やかです。

洞谷さんはご自身が介護の経験者。またかつて
ホームヘルパー等として働く中で、その人らしく生
活できるよう、ご本人の思いを伝え、尊重すること
の難しさも痛感されてきたそうです。
「これまでどう生きてこられた方なのか。後見人
として、その方の背景も
含めて把握することで
見えてきた思いもあり
ます。気持ちの代弁者
というところまで出来
ているかは判りません
が、できる限り寄り添っ
ていきたいですね」と
洞谷さん。

他人事がいつか
“我が事”となるように

市民後見人候補者養成研修（講義）の様子

生涯を支える責任感と
向き合いながら

その人らしく、を
尊重する難しさ

サービスのギャップを埋める
市民後見人のまなざし

　成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどで判断能力が十分でない方の財産管理や福祉サービス
の契約等の支援により、ご本人らしい生活を送ることができるようにするための制度です。
　名古屋市成年後見あんしんセンターでは、平成
22年度から、計5回の市民後見人候補者養成研修
を実施しています。現在では、99名の方が市民後
見人バンク登録をしており、その内、延べ44名の方
が市民後見人として活動している状況です。
　今回は、これからの成年後見制度について探る
べく、市民後見人として実際に活動している森下智
さん、洞谷隆子さんに日頃の市民後見活動につい
てお話を聴きました。

ほら   がい

成年後見制度とは？ 

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより「判断能力が十分でない方」が、

自分らしく安心して暮らせるように、本人の権利や財産を守り、本人の意思を尊重した生活ができる

よう「成年後見人等」を選び、法律的に支援するための制度です。本人の判断能力によって「後見」

「保佐」「補助」の 3つの類型があります。 

成年後見制度を利用するには、本人、配偶者、４親等内の親族が家庭裁判所に申立てをします。 

手続きの方法については、下記の名古屋市成年後見あんしんセンターにお問い合わせください。 

 

 

成年後見人等の仕事とは？ 

成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わ

って、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を支援します。 

【後見人の仕事】 ①【本人の財産を管理する】 

本人の預金通帳などを管理し、年金などの収入の受け取りや日常生活に

おける費用の支払いを行います。 

また、本人が不利益な契約を結んでしまった場合、取り消しをします。 

※クーリングオフの期間を超えても取消可能。 

※日常品の購入その他日常生活に関する行為については対象外です。 

 

 

②【本人が安心した生活を送れるよう見守りや手続きを行う】 

本人の気持ちを尊重しながら、生活や健康に配慮し安心した生活が送れ

るように必要な介護や医療などの契約を結びます。ただし、食事の世話や

実際の介護などの事実行為は後見人の仕事ではありません。 

 

 

③【家庭裁判所に報告する】 

家庭裁判所に財産管理等後見活動の状況を定期的に報告し、チェック、

必要な指示を受けます。 

 

 

【成年後見制度・市民後見人のお問い合わせはこちら】 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

名古屋市成年後見あんしんセンター 

電話052-856-3939 FAX052-919-7585 

〒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5階 

HPアドレス http://nagoya-seinenkouken.jp 

業務時間   月曜日～金曜日 9:00～17:00 

（土日、祝日、年末年始はお休み） 

名古屋市成年後見あんしんセンターは、名古屋市から委託を受けて名古屋市社会福祉協議会が運営しています。 

 

 
   さまざまな支援者のネットワークと 

名古屋市社協によるバックアップ体制があります 市民後見人の活動を支援・監督するために、名古屋市社会福祉協議会が成年後見 

監督人に就任します。 毎月、市民後見人から活動報告を受け、適切な財産管理・身上監護をしているかを

確認し、困ったときには相談できる体制を整えています。  

 

費用は実費負担のみです 
名古屋市における市民後見人は、交通費や通信費など後見業務に要する実費のみ 

被後見人の財産からご負担いただきます。 
 

 

★どのような人が市民後見人にお願いできるの？ 高齢・遠方・病弱などの理由で、親族が成年後見人になれない方。 
そのほか、財産が高額でない、見守りが中心である方等の条件が
あります。 

※あんしんセンター職員が本人や関係機関と面談し状況確認のうえ、市民

後見人受任が適当か判断するサポート委員会で最終的に判断をします。 
※成年後見人等は、最終的に家庭裁判所がふさわしい人を選任するため、
必ず市民後見人が選任されるとは限りません。 

まずは成年後見
あんしんセンタ
ーへご相談を︕ 

監督人が定期的にチェックしているので、不正ができない仕組みになっていて安心だね︕ 

 

あなたに寄り添う“市民後見人”とは？ 

 
名古屋市成年後見あんしん

センター

では、認知症や知的障が
い、精神 

障がい等で判断能力が十分
でない方

を身近な地域で支援する「
市民後

見人」を養成しています。
 

市民後見人は、弁護士や司
法書士、

社会福祉士等と同様に家庭
裁判所

から選任され、ご本人に寄
り添った

後見活動を行います。 

市民後見人は信頼できる人材です 

名古屋市成年後見あんしん
センターが実施している「

市

民後見人候補者養成研修」
（15 日間、70 時間）を受講

し、書類・面接による選考
に合格した人が「市民後見

人候

補者バンク」に登録してい
ます。 

 
ご本人の気持ちを大切にした支援・見守りをします                                    

原則週 1 回訪問し、ご本人に寄り
添い、コミュニケーション

を大切にしながら、市民感
覚を生かしたきめ細やかな

後見活動

を行っています。 

 

 
 

  

    名 古 屋 市 

福祉の専門家 法律の専門家 

社会福祉士 弁護士･司法書士 
市民後見人 

市民感覚を生かした
成年後見人 

 

 
 

 

市民後見人の声 

週１回ご本人に会いに

行っているおかげで顔

を覚えてもらい、話が

弾んでいます。 

ご本人がかつて住んでいた
地域に出

向いたり、趣味をお聞きし
たりして

関心ごとを探し、コミュニ
ケーショ

ンづくりのきっかけとして
います。 

 

会話の中で「買い物に行き
た

い」との希望を叶えるため

に、施設職員に相談し実現
し

てもらうことができました
。 

 

どんなときも「本人の立場
に立って考え

る」ことを心がけています
。同じ地域で

暮らす市民ならではのメリ
ットを生か

し、その人らしく暮らせる
ように人生の 

伴走者として寄り添いたい
と思います。 

 

 

 

 

 
 

市民後
見人と

は、親
族以外

の市民
による

成年後
見人で

す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

成年後
見制度

の活用
例 

 
親が認

知症で
通帳の

  

紛失を
繰り返

し、 

出金で
きない

！ 

 

 
成年後

見人が
通帳の

再発行
 

手続き
をして

、預貯
金など

の

財産管
理を行

います
。 

 
認知症

で介護
サービ

ス 

の手続
きの方

法が 

わから
ない！

 

 

 
本人に

必要な
介護サ

ービス
に

ついて
、成年

後見人
が手続

き

を行い
契約を

結びま
す。 

 
判断能

力がな
くなり

、 

悪質な
セール

スに 

ひっか
かって

しまっ
た！ 

 

本人が
不利益

な契約
をした

と

きに、
成年後

見人は
その契

約

を取り
消すこ

とがで
きます

。 

 
知的障

がいや
精神障

がいが
 

ある子
どもの

将来が
心配！

 
 

 
成年後

見人は
親族だ

けでな
く、

法律や
福祉の

専門家
、市民

 

後見人
、法人

などの
第三者

も

選任さ
れます

。 
 

親は認
知症だ

けど私
は遠方

にいて
支援で

きない
！ 

成年後
見制度

を利用
すれば

、ご本
人に代

わって
成年後

見人が
支援し

ます 

 

    

名 古 屋 市 

身近な
地域で

・・・
知り合

いの方
で・・

・ 

市民後見人の仕事は、お金の管理と安心した生
活を送れるよう見守りや手続きを行うことです
が、森下さんはご本人の特長を鑑み、大規模施設
からグループホームへ移ることを提案されました。
「ご本人とその周囲も含めて２年間、じっくり向
き合い、彼には少人数のグループホームが合って
いるのではないかと、本人の意思を確認しながら
職員の方にも相談し、４０年暮らした施設を移る決
断に至りました」
森下さんの予想通り、

今ではご本人のいきいき
とした姿がグループホー
ムで見られるようです。
そもそも価値観は、人

それぞれに異なるもの。
計画書通りにサービスを
提供することが、ご本人

のニーズと必ずしも一致しているとは限りませ
ん。だからこそ市民後見人のまなざしが、こうした
ギャップを埋めるためにも必要といえるでしょう。

市民後見人の報酬については、有償で実施する
市町村もありますが、名古屋市の市民後見人に
支払われる費用は交通費等の実費のみ。完全な
ボランティアです。
「それをして何の得があるの？と言われること
もあり、市民後見人に対してもっと関心を深めて
もらおうと、バンク登録者有志で『ご存知です
か？市民後見人を！！』というチラシを作成したと
ころです。今は他人事かもしれませんが、いつか
“我が事”として受け止め、支援を必要とする人の
発見や相談につなぐ、あるいは担い手を増やす。
そんなツールとして機能できるといいですね」と
森下さん、洞谷さん。制度のさらなる利用促進に
つながるよう期待しています。

成年後見あんしんセンター
高橋 健輔 副所長

平成28年5月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行し、
その法に基づき「成年後見制度利用促進基本計画」が、今年の3月に策定
されました。成年後見制度の利用者数は増加傾向にはあるものの、その利
用者数は認知症高齢者等の数と比較するとまだまだ少ないことから、利用
者がメリットを実感できる制度へ改善しようとするものです。
この改善の中には、地域連携ネットワークにより、被後見人等を成年後見
人とともにチームで支える対応が求められています。本会が進めている市
民後見人の活動は、平成23年の12月に第1号の市民後見人が誕生以来こ

れまで44名の市民後見人が誕生していますが、市民後見人の活動はまさにチームによる支え合いを
先行した形で行ってまいりました。市民後見人の活動はこれからもその人らしさを尊重し、チームに
より支えてまいります。ぜひ、市民の皆さんに市民後見人の活動を知っていただきたいと思います。

※数字は平成29年8月末時点のもの 森下 智さん　　　　　　　　　　　　　洞谷 隆子さん
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・・・・

地域の理解者を見つけ、専門職、
行政との協働で課題の解決に挑む

地域ボランティアの存在に支えられながら

地域との信頼関係づくりを社協がサポート

5分でできる
簡単エクササイズ

第14回

　今回は、地域とのつながりを再構築して地域での
暮らしが続けられるよう、地域住民と専門職、行政
と協働した千種区社協の取り組みを紹介します。
　家中にゴミが堆積している障がいのあるお二
人の世帯。長年のご近所トラブルからくる地域との
あつれきなど複数の課題を抱えており、障害者基幹
相談支援センターと千種区社協が２年以上前から情
報共有していましたが、制度サービスや社会資源の活
用を受け入れてもらえない状況が続いていました。
　当事者と両親から「部屋を片付けたい」と支援を
求める声が届いたことから、既存の制度では解決
できそうもない部屋の片付けをどうにか解決し、生
活状況の改善を図るだけでなく、地域とのつながり
を再構築することも支援目標に定めました。
　地域とのあつれきの中には個人情報の壁、障が
いの特性、当事者の気持ちや家庭環境など事情を
知らないことからくる反感（コンフリクト）も少なか
らずあり、お二人が生活し続けるためには、地域の
理解が必要と思われました。

　解決の糸口を導いたのは、地域で当事者を根気
よく見守り、声をかけ支えていただいた学区推進協
の蛭川さん、樺島さんの存在と本年からこの区域で
開始された地域支えあい事業（住民主体の困り事

解決の仕組み）でした。
　「この人たちを何とかしなきゃ」という地域ボラ
ンティアの方々の存在を軸に、区政協力委員、民生
委員、自治会、専門機関、行政が話し合いの場を持
ちました。
　特徴的なのは、住民任せ・専門職任せでもなく、
地域ボランティア、計画相談事業所、障害者基幹相
談支援センター、区役所福祉課、社会福祉協議会が
協働し、各々、近隣住民、当事者・障害サービス関係
事業所、環境事業所の調整を行ったことです。
　片付け当日は総勢１７名が参加。両親・当事者も
暑さのなか一緒に作業をし、「ありがとうございま
す」など地域ボランティアとの会話も生まれました。

　地域の中で個別の課題解決を図る福祉専門職
は、しばしばコンフリクトという地域の課題に向き
合わなければなりません。また、「何とかしたい」と
いう想いをもつ地域住民にとっても、専門的な支援
なしでは解決できない課題もあります。
　制度のはざまで問題を抱える方、地域住民、福祉
専門職の関係を信頼でつなぐ役割を千種区社協が
担っています。

　私共はフラワー園の理念である「フラワー園を必
要としているお年寄りの暮らしを支える」という考
えのもと、ご利用者の生活に色を添える為、デイサー
ビスの存在がその方の生き甲斐となる為に尽力して
おります。
　西日置フラワー園の特徴が「イベントの多色性」。
春にはお花見、夏には夏祭り、秋には運動会、冬には
クリスマス会はもちろんのこと、「花の種植え」「肥料
袋でさつまいも栽培」「暖炉で焼き芋」など多種多様
なイベントを用意しており、中でも西日置フラワー園
最大のイベントが「西日置一座」。職員が役者に成り
切り、ご利用者と共に作った衣装や小道具などを使
用して大演劇を繰り広げます。過去には「宮本武蔵」
「新選組」「忠臣蔵」など様々な演目を行いました。私
の写真も西日置一座での役のものです。
　介護業界は今、大きな過渡期に入っています。今ま
での介護では当たり前のこととして成り立っていたも
のが通用しなくなる可能性すらあります。それ故、これ
からは今までのような目線だけではなく、よりノー
ボーダーで多面的な視点が必要となってきます。私共
としてもさらなる進化が必要なのではないでしょう
か。介護業界に新風を巻き起こすような新しい試みや
取り組みを、私共「フラワー園」は展開していきます。

いずみ保育園
藤岡 省吾さん へバトンタッチ

次回は

想いをつなぐ 

リ  レ  ー  
ト  ー  ク
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加納 友弥さん 酷使した目の疲れを
マッサージと運動でリラックス

　長時間の運転やスマートフォン・パソコン画
面などを見続けると、一日の終わりには、目
がショボショボ・・・。手軽にできる疲れ目解消
法ですっきりさせましょう。

手のひらをこすり合
わせて温めた手のひ
らをお椀状にくぼま
せて両目に軽く当て
ます。息を吸って押
し、吐いてゆるめ、5
回繰り返します。

人さし指、中指、薬指
の3本を使って、目
の上の骨の縁を内か
ら外へ押します。

次に目の下のほお骨
の周辺を内から外
へ。・ を5回ずつ
行います。

右手の人さし指を眉間
に当て、ゆっくり前方に
離し、指の真ん中を注
視して、指の動きを目
で追います。右手を伸
ばし切ったところで5～
10秒間静止して、ゆっ
くり眉間に戻します。

Vol.31
千種区社会福祉協議会

20170515

事業の振り返りを行うためにスタッフが集結。今回の取り組みを通して連
携も一層、深まった。写真は上・左から 石黒 一臣さん（区役所福祉課）、
坂井 聖士次長（区社協）、諏訪 茂さん（障害者基幹相談支援センター）、
下・左から首藤 いつき主事（区社協）、樺島 昭子さん（学区推進協・ご近
所ボランティア）、蛭川 洋子さん（学区推進協会長・ご近所ボランティア
コーディネーター）、横田 麻子さん（障害者基幹相談支援センター）

社会福祉法人フラワー園
デイサービスセンター
西日置フラワー園 事業所長　



【取材先：認知症カフェあかり（名東区）】
　開設して一年足らずの認知症カフェ「あかり」を訪ね、主
催する「ボランティアグループあかり」を取材しました。今回
はボランティアスタッフの皆さんだけでなく、参加者のお話
も聞くことができました。

〈お問い合わせ〉
名東区北部いきいき支援センター
Ｔ　Ｅ　Ｌ：０５２－７２６－８７７７
F　A　X：０５２－７２６－８７７6
開催日時：毎月第1、第3火曜日　
 １３時３０分～１６時
場　　所：医療法人杉山会
 「ケアハウスシーダーヒルズ」４階
 （名東区社台3丁目19-1）
参 加 費：１００円（おやつ代や飲み物代など）
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【団体概要・活動内容】
　1980年代からホームレス状態にある人の支援
を行ってきた団体です。炊き出し会場での生活・医
療相談、野宿をされている方のもとへうかがう巡回
相談に加え、アパートに入居された方への訪問活動
や居場所づくりなど、生活に困りごとのある方を広
く支援しています。衣食住を満たすだけでなく、一
緒にイベントを企画したり、町内の清掃やお祭りの
ボランティアをするなど、野宿生活を脱した後も地
域の中で孤立せず、仲間と役割を持って暮らせる支

●運営がボランティア主体の「認知症カフェ」
　名古屋市内で141の認知症カフェがある中
（平成29年7月末現在）、「あかり」はボランティ
アが主体となり、施設や名東区北部いきいき支援
センターと連携して運営されているカフェです。
地域とのつながりを大事にしたいと施設から相談
を受けたいきいき支援センターが施設の一室で
地域に開けた認知症カフェの実施を提案したこと
がきっかけ。
　その後、昨年2月に傾聴について学ぶボラン
ティア講座を受講したメンバーにいきいき支援セ
ンターから「一緒に認知症カフェを作りません
か？」と声掛けがあり、ボランティア主体の認知症
カフェ実施に向け、みんなで話し合いを重ねまし
た。その結果、平成28年9月6日に第１回カフェ
開催にこぎつけ、月２回（第1・3火曜 13時30分
～16時）のペースでカフェを実施しています。
●ボランティアスタッフさんのお話
○「来やすい、入りやすい、話しやすい、寛げる」こ
とを目標に、ＢＧＭのヴァイオリン演奏やみんな
で折り紙を楽しむなど、工夫を凝らして運営し
ています。いろいろやってみて多様な意見を柔
軟に取り込むよ
うにしています。

○課題はより多く
の認知症のご本
人やその家族の
方に「あかり」の
存在を広めてい
くことです。愛知淑徳大学の学生さんとも協力
して、カフェの看板やチラシ作りにも今後力を
入れていきます。

援を大切にしています。近年では中高生向けの学習
支援活動も始めました。
【活動に参加している方の想い】
　大学生を中心とした学習支援サポーターをはじ
め「誰もが居場所と役割を持てる社会を目指し
て」という理念に共感するたくさんのボランティア
スタッフが活動しています。ボランティアの年齢、
職業は様々。相談・清掃・イベントのサポート・事
務など、それぞれが得意なことを生かして、無理な
く楽しく関われる活動に参加しています。

052-981-3636
052-981-3590

TEL
FAX

【お問い合わせ】
北生涯学習センター

052-915-7435
052-915-2640

TEL
FAX

北区社会福祉協議会

〒453-0821
愛知県名古屋市中村区大宮町1丁目27-6
052-462-9325
052-462-9326
（月・金曜日：10:00～12:30、水曜日：13:00～15:30）
offｉce@sasashima.info
http://www.sasashima.info/

住 所

T E L
F A X

E-mail
H P

【お問い合わせ】

【（左から）運営ボランティアの川合さん、松宮さん、鈴木さん、
名東区北部いきいき支援センター杉本さん】

【ボランティアスタッフによる
ヴァイオリン演奏】

【折り紙をしている様子】

巡回相談の様子
元野宿生活の方との
事務所近隣の清掃活動の様子

【団体概要・活動内容】
　聴覚障がい、中途失聴難聴者の方にＯＨＰ・ＯＨ
Ｃ・ノートテイクで“書いて伝える”コミュニケーショ
ン支援を行っています。
　名古屋市要約筆記養成講座修了後、平成9年9月
に北生涯学習センターの施設ボランティアとして設
立。北区の障がい者団体・社会福祉協議会の登録
ボランティアとして活動。
　学習会として第2・４水曜13：30～15：30に北
生涯学習センター、北区社会福祉協議会ボラルーム
にて活動。その他依頼により随時活動しています。

【活動に参加している方の想い】
　“伝えたい”気持ちを大切に、聞こえない・手話
の分からない方と同じ時間を共有したい想いで
書き続け20年。当事者、ボランティア、社会福祉
協議会との繋がりが深く恵まれた環境の中で地
域に根付いた活動を目指し11人で頑張っていま
す。活動を通して素敵な出会いや他方面の話を聞
くことで新しい興味発見があり、みんな生き生き
と活動を楽しんでいます。
　会の名称○ヨ（マルヨ）は要約筆記の略号です。

現場で要約筆記をしている様子OHCを使っての学習会

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。

●参加者のお話
○家族の介護で苦しんだ時期もありましたが、こ
のカフェで自分の気持ちを吐き出すことがで
き、スタッフや他の来場者の方の経験などもお
聞きして心が安らぎました。また、女性同士の
話はお互いに共感でき、男性とのお話は違う考
え方や視点があって興味深いですね。

○今日で参加は二回目です。これまでデイサービ
スでのボランティア活動を続けてきました。こ
れまでの経験も踏まえて「あかり」のお役に立
つような提案もできればと思っています。

　スタッフとお客さんを合わせて１０数人という集
まりで、和気あいあいの雰囲気が強く感じられま
した。駐車場もあるという好条件から更にお客さ
んが増え、カフェに入りきれないという嬉しい悲
鳴が上がることも
予想されますが、こ
の素敵な雰囲気が
ずーっと続くと良
いなと思いました。

インタビュアー：
Ｇ爺ライダー真ちゃん

NPO法人ささしまサポートセンター

北○ヨの会（北マルヨの会）

心のよりどころ・居場所づくり目指して
～認知症カフェ～



〈インタビュアー：PG大好き〉〈インタビュアー：PG大好き〉
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ているのは、一緒にいる和やかなメンバーと目標
に向かって活動できること。会が自分の居場所に
もなっています」と笑顔で語っていただきました。
　活動として他にも、兵庫や東京・横浜の手作り
グループと交流し、発想やアイデアに触れることや
南区社会福祉協議会の支援、南区ボランティア連
絡協議会、南区障害者関係団体連絡会との連携の
もと、地域のイベントにも参加しています。実際に
子どもたちが遊んでいる現場などの要望を聞き
ながら、竹田さん自身気負うことなく、みんなの力
で会を運営しているそうです。

★竹田さんの想い
　たねの会設立者の想いを受け継いで40年。これ
からも新しい作品に出合っていき、すべての子ども
たちに優しい安心・安全な「手づくり布の絵本・遊
具」を残していきたいと思っています。そのために
は、たねの会の活動を受け継いでくれる次世代の
力も必要になっていきます。毎年7～9月第1火曜
日の「手づくりサロン」の見学・参加も可能です。ぜ
ひ皆さんいろんな遊具に触れ興味をもって、活動
に参加してみてください。これからも手作りおも
ちゃが一粒のたねとなり、ほっとできるやさしいひ
と時を多くの方にま
いていきたいです。
たねの会には「布」
のもつぬくもり、メ
ンバーのやさしさが
あふれています。

★今年で結成40周年！
　ボランティア活動がまだ浸透していなかった当
時（昭和52年）ですが、設立当初の代表が盲学校
に紙のさわる絵本を製作・寄贈したことがはじま
り。40年想いは受け継がれ、今まで作った作品の
製作総数はなんと1,867点！南区を中心に県内の
障がい児（者）の施設、学校、おもちゃ図書館、高
齢者施設などに寄贈・貸し出しをしています。

★なぜ紙のさわる絵本が布のおもちゃに？
　設立当初は紙のさわる絵本でしたが、盲学校の
重複障がいの生徒さんに絵本やおもちゃの楽しさ
を伝えるために触れて優しく、お母さんの肌のぬ
くもりのある素材、それが布でした。そして、リハ
ビリ要素もあるおもちゃをつくりたいと、おもちゃ
一つ一つに楽しい仕掛けが加えられています。
くっつく布とマジックテープを使ってアイデアを生
かし、生活の中で使うファスナー・スナップ・ボタ
ンを用いて着脱の練習をうながす工夫もしてあり
ます。おもちゃ作りは４つのグループに分かれて、
それぞれアイデアを出しあい、つまむ、握る、引っ
張る、振るとかわいい音が出るなどの遊具として
の魅力とリハビリを
兼ねたものを作って
います。（取材時、何
度もうわぁ～♪と感
動の声をあげまし
た。）

★たねの会との出会い
　活動に参加したのは会の方から、「絵本を一緒
に作ってみない？」と誘われたのがきっかけ。「絵
本づくり」には夢があり、興味を持ち、編み物など
の手作業も普段していて、自分が役に立てるなら
と思い、会に参加した竹田さん。「長年続けられ

　「これからどうやって生きていこうかな?」これが、いつも自分が、自分自身にするつぶやきです。後に
なってみて、「あのとき、こうしていれば」、「あのとき、あんなことをしていなければ」反省したり、後悔し
たり。そんな思いを頭の中で繰り返してきたような気がします。　
　母親に言われたことを素直に聞いて、言われた通りに生きてこられれば、もっと楽しく、楽に生きてこ
られたのかもしれません。生きることって、辛くて、大変ですね。切実だし。人の前では、元気なふりをし
て、微笑んで。学生のころ、先生か誰かに言われたように、「できることをひとつでもやろうよ！」そうやっ
て、自分につぶやき返して、励まして、生きていこうと思います。

守山区シャオムー

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。

〈選び方のポイント〉
①活動場所（自分のライフプランにあった場所）
②活動時間（平日・休日、時間帯）
③スキルや経験（趣味や学生時代の部活動、子育て経験、
　仕事で培ったスキル等を活かせるところ）
④活動分野（高齢者、障がい、子ども、防災、
　学術・芸術・スポーツ、生活・環境、国際分野など）

〈探し方のポイント〉
・ 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」等を検索すると、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。

・ 市・区社協の窓口ではボランティア情報の提供や相談も受付
ておりますので、活動したい市・区社協へお気軽にお問い合
わせください。

〈お問い合わせ〉
竹田和子さん 
TEL／FAX：052-821-5020
または南区社会福祉協議会
TEL：052-823-2035／FAX：052-823-2688

　「災害ボランティアセンター」をご存知です
か？大きな災害が起きたとき、被災者とボラン
ティアを繋ぐ役目をするのが「災害ボランティ
アセンター」です。このセンターの設置主体は
行政で、運営は社会福祉協議会と私たち「災害
ボランティアコーディネーター」です。名古屋市
は平成１４年に「災害ボランティアコーディネー
ター養成講座」を開催し、ある程度の専門知識
や経験を持った人材の育成に着手しました。私
は１期生として受講し、はや１５年となります。
この講座は今も継続しています。
　この講座を終え、私たちは、お互いの連携
や、今後の活動のために「災害ボランティア
コーディネーターなごや」を結成しました。ま
た、各区において平成１６年から団体発足の動
きがみられ、平成２１年にはすべての区に団体
ができました。

　その間、平成１７年に名古屋市と各団体は
「災害時における一般ボランティアの受入活動
に関する協定書」を締結。さらに、「なごや災害
ボランティア連絡会」を発足させ、毎月ボラン
ティア団体・ＮＰＯ・行政・企業など25団体50
名ほどが集い、情報交換や学習をしています。
　日頃は区独自に防災減災活動をしています
が、要請があれば被災地にも出かけます。各区
の団体はそれぞれ特色を持った防災活動をし
ています。今年の１１月２５日（土）には「防災
フェスタin中川・中村」（愛知大学名古屋キャ
ンパス）、１２月２日（土）、３日（日）、１０日
（日）には「名古屋市災害ボランティアコー
ディネーター養成講座（第２６期）」（１０月広
報なごや掲載）も実施されます。ぜひお気軽に
ご来場、お申込み下さい。

手作りおもちゃたち

第6回テーマ：「災害ボランティア」
名古屋市災害ボランティアコーディネーター
　　　　　 養成講座第1期生 岡田 雅美さん（緑区）

40周年記念の様子

たねの会
竹田さん

　今回は、南区を中心に障がい児（者）のために布の絵本・遊具をつくり、施設や学校などに寄贈・貸
し出しをしている「たねの会」代表 竹田和子さんにお話を伺いました。
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健康レシピ健康レシピ

1柿と人参は皮をむき、小さめの乱切りにします。

３いんげんを2㎝の長さに切ります。

4豆腐を水切りし、ボールでつぶします。すりごま、だしつゆで味を加減します。

5お皿に柿と野菜を盛りつけ、上から4をかけ、お好みのナッツを散らします。

  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10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
2018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紙の企画以外に利用
したり、第三者には提供しません。

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

あ ん て い

●柿…1個
●人参…1本
●いんげん…10本
●塩…適量

材料（4人分） ●木綿豆腐…1／2丁
●すりごま…小さじ１
●だしつゆ…小さじ１～２
●ナッツ（アーモンド、クルミ、ピー
ナッツ、レーズンなど）…お好みで

２人参を水から茹で、いんげんは塩ゆでし冷水にとります。

①碁をうつこと
②特集で紹介したのは
　○○○○○○○活動
③健康レシピは
　柿と野菜の○○○○
④手洗い、うがいをして
　風邪を○○○する

⑤○○の上にも三年
⑥分別して決められた場所、時間、
　収集日に出します。
⑦カカオマスを使った温かい飲み物は
　ホット○○○
⑧旬ボラを行くで紹介したのは
　○○○○○○カフェ

柿と野菜の白和え

秋から冬にかけての感染症予防の強い味方。
柿は食べる万能薬とも。

　「柿が色づくと、医者が青くなる」といわれるほど、栄養価の
高い果物、柿。とくにビタミンCはみかんの約2倍。ビタミンCは、
風邪のウイルスの働きを抑えたり、インフルエンザの予防、さらに
二日酔いに効くともいわれています。
　ビタミンCの効果を上げるビタミンEを含むナッツ類と一緒に
白和えにしてみましょう。柿とお好きな茹で野菜に豆腐とナッツ
を加えるだけで、柿や野菜がもりもり食べられます。

⑦

②

⑧

A

C

D

B

①

⑤③

④

　 　 　 し 　

　 　 し ょ て 　 べ 　

　 　 　 く ら う ん

　 　 　 ど 　 　 ぴ

こ じ ょ う

う

か

い た り あ

⑥

① ⑤ ⑥

②

③

④

⑧

B

⑦

C A

D

社協からのお知らせ

インフォメーション

赤い羽根共同募金へご協力お願いします
　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。

鯱城学園「体験専門講座」参加者大募集！名古屋市
高年大学

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28日（土）
10：00～11：30 名古屋市鯱城学園

名古屋市鯱城学園楽陶館11月13日（月）
9：30～11：30

「流氷の伝言～アザラシの赤ちゃんと地球温暖化～」
「続・作曲家の世界めぐり」
「旅を詠んでみませんか」

「陶芸実習」

「生活に役立つ食べ物知識」
「幕末清須の町人剣士」
「健康体操」
「役に立つ手作りグッズ」
「庭木の手入れについて」
「はじめてみようクロッキー」

動物写真家　小原 怜
名古屋芸術大学 教授　山田 純
歌人　杉本 容子

楽陶館陶芸実習指導員

農学博士 消費生活アドバイザー　藤森 正宏
名城大学 非常勤講師　長屋 隆幸
体操普及指導員　前田 洋子
名古屋経営短期大学 講師　大橋 美加子
園芸研究家　横田 直樹
洋画家　豊田 元

環境
国際
文化

陶芸

生活
地域
健康
福祉
園芸
美術

平成29年11月17日（金） 18:30～20:30
名古屋市市民活動推進センター（中区栄3-18-1
ナディアパークデザインセンタービル6階）
30名（先着順）
500円

日 　 時
会 　 場

定 　 員
参 加 費

お問い合わせ・申込先 
電話・ＦＡＸ・E-mailまたは来館にて、下記までお申し込みください。
名古屋市市民活動推進センター 中区栄3-18-1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

お問い合わせ 名古屋市共同募金委員会 TEL：（052）911-3192　FAX：（052）917-0702

〈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」参加者募集

　「どんなボランティアがあるの？」「自分にできるボランティアはあるの？」という方にお勧めの講座です。ボランティア活動の意義や活動の
事例などをわかりやすくご紹介し、ゲストとしてお迎えするボランティア実践者の方に体験談などもお伺いします。

平成29年12月9日（土） 10:30～16:00
愛知県社会福祉会館（東区白壁1-50）
シンポジウム、分散会（テーマは4つあり）など
ボランティア活動をしている方（先着100名）

日 　 時
会 　 場
内 　 容
対 　 象

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

「第3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
　同じ「ボランティア活動者同士」という立場で、一緒に「ボランティア」についてしゃべり、学び、気づきあうための場を設けます。活動年数や
分野、年齢等は不問。「他の人の話を聞いてみたい」という方やボランティア初心者さん、学生さんなども大歓迎です！

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 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

12月9日（土）
10：00～11：30
1月13日（土）
10：00～11：30
2月3日（土）
10：00～11：30

名古屋市鯱城学園

日時
体験専門講座年間スケジュール

専攻名 講座内容 講師 開催場所

©中央
共同募金会

〈体験専門講座の様子〉

写真はイメージです

申 　 込
参 加 費

平成29年11月11日（土）第一次締切
無料
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