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城山公園から大槌町を見た景色です。町の中心市街地である海沿いの地域は、大槌湾から津波が押し寄せ、
大きな被害を受けました。現在は、復興に向けて工事が進められています。　　　　関連記事：2・3ページ
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株式会社m-ear th／和野 恵一／一般社団法
人中部シニア活性化機構／福島工業株式会社 中
部支社／中村 教子／鈴木 斎貴／名古屋市社会福
祉協議会職員ワンコイン運動／匿名11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9月1日～平成29年11月30日受付分）（敬称略、順不同）

みなみ新体操クラブ／株式会社服部組／西尾 吉弘／名東区役所区民福祉部福祉課／株式会社エヌケーシー／原田 幸恵／
北鯱城会／昭和区役所福祉課介護保険係／うきの風の子保育園／一宮電話興業株式会社／暮らしと行政に憲法を生かす
運輸の会／北区消費者クラブ／名古屋市健康福祉局介護保険課／名古屋北法律事務所／松岡 博／土屋 清子／平 嘉朗／
ハリキッテ友の会／蔦井株式会社／日東建材株式会社／社会福祉法人八起社 誠和荘／東京センチュリー株式会社名古屋
営業部／千種・北・西・中・守山・緑・名東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／
障害者・高齢者権利擁護センター
東部事務所／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9月1日～平成29年11月30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11月30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／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8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。

　新年おめでとうございます。昨年のことですが、市内の子ども食堂を訪ねました。子どもの貧困が注目されていま
すが、本来「食」そのものは貧富にかかわらず全ての人の『幸せスイッチ』をONにする機能が備わっているといいま
す。賑やかに楽しそうに食べる無邪気な子どもたちの笑顔を見ていると、孤食の対極であり、人と人との繋がりの原
点として、これからの社会を支える子どもの食が「我が事・丸ごと」の魁となればと思いました。

名古屋市社会福祉協議会事務局長　立松 博

山本 悦子

市社会福祉協議会への寄付
平成29年9月1日～平成29年11月30日受付分
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特 集 福祉クローズアップ

　大槌湾に面している大槌町は、震災前の人口
は約1万6,000人の水産業が中心の町でした。
東日本大震災では、津波の被害により町の中心
市街地である地域が、大きな被害を受けました。
　平成23年、被災当初は鉄筋の建物が数件
残っているだけの状態であった大槌町。平成
27年に訪問した際は、宅地整備のための盛
土造成中でした。そこから2年が経過し、今回

訪問した際は、宅地整備（盛土、上下水道工事
など）が完了した地域から、住居などが建築さ
れつつありました。
　JR山田線は、復旧後に三陸鉄道へ運営移管
することで合意され、平成30年度末までの開
業を目指して復旧工事が進められています。こ
の話をした際の、地元の方の「まちが元に戻っ
ていきます」という笑顔が印象的でした。

　震災前（平成23年3月）の人口
15,994人が、平成29年7月には
12,148人に減少し、この6年間で
3,846人減少しました。また、応急
仮設住宅には1,977戸のうち、
981戸入居（入居人数1,807人、

911世帯）していますが（平成29年10月31
日現在）、応急仮設住宅は、平成31年3月末ま
での集約を目標にされています。一方、災害公
営住宅の完成済戸数は全体の54.4％（計画戸
数885戸、完成済戸数481戸）です（平成29
年7月1日現在）。
　応急仮設住宅からの生活再建についても、
徐々に進んでいますが、被災直後の希望と現
在の希望が身体の変化などにより異なってく
るなど、6年7か月が経過したからこその課題
があります。

現在（平成29年9月15日撮影）震災直後震災前

6年7か月経過して、家がぽつぽつと

集合住宅型（マンション）災害公営住宅と消防署の訓練塔

人口減少と生活再建の途上

　人々の暮らしを支える職員として、「生活
支援相談員」「仮設支援員」が大槌町社協に
配置されています。大槌町の高齢化率は
36％と言われて、仮設支援員が毎日安否確
認をし、生活支援相談員が訪問活動するな
ど、仮設支援員の朝一番の声掛けで不在だっ
た場合、明らかに様子がおかしい場合などに
は連携して対応し、複数での見守り体制を実
施しています。
　仮設住宅には約半数が入居されています
が、半数は空き室になっていることからも、今
後さらに見守りが必要になってきます。
　また、仮設住宅から転居し、生活が再建され
るにつれて、新たなコミュニティの構築が必要
になってきます。その過程で、生活支援相談員
は、住民の顔を知っているため、自治会設立の

支援も実施しています。
　特に、公営住宅などは、町内の様々な地域
から入居されるため、隣同士のつながりをゼ
ロからつくることになり、また大槌町はもとも
と、集合住宅（マンション型）に馴染みの少ない
地域のため、集合住宅（マンション型）での共
同生活をすることが苦手な方もみられます。
　自立に向けて動き始めている側面はありま
すが、住民の方の「もう6年だよ…長いよ…」
という言葉から、今から3つ目となる新たなコ
ミュニティ（1つ目：避難所、2つ目：応急仮設、
3つ目：災害公営住宅など自立した生活の場）
の形成の難しさ。また「自宅は再建したもの
の、“体や心”はリセットできない」との職員の
方の言葉から、復興の難しさと、改めて息の長
い支援の必要性を感じました。

人々に寄り添う社協職員

　6年7か月の歳月を経て、まちが元に戻り
つつある一方、震災前の地域に住めない人た
ちは、元のまちには戻れないという現実が見
えてきており、過渡期を迎えていました。
　大槌町社協職員の方に、「今、防災につい
て大切だと思うことは何ですか？」と尋ねる
と、「恐れることではないでしょうか」との答
えでした。
　“このくらい大丈夫だろう”“きっと来ない
だろう”という考え、慣れや油断することが危

ないとの話でした。南海トラフ巨大地震に備
えて、東日本大震災から学ぶこととして教え
ていただきました。

「油断大敵」

仮設住宅 災害公営住宅 橋りょう工事中

特 集

岩手県大槌町作成「大槌町復興レポート」より
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高校生と協働して、すべての区民に
理解しやすいPR動画を制作 つながりから、新たな気づきも

5分でできる
簡単エクササイズ

第15回

　平成２６年度～平成３０年度の第３次地域福祉活動
計画の一環として「住民主体で行うまちづくり」に取
り組む北区社協では、名古屋市立北高等学校映画研
究部（以下「北高映研部」）と協働で、『5分でわか
る！北区社協』DVDを制作。区社協の活動内容や賛
助会員・赤い羽根共同募金の使い道等について、誰
にでもわかりやすい動画にまとめ上げました。
　「事業が幅広く、とっつきにくいイメージの社協に
おいて“広報力”は大きな課題。とくに若者へのPR
を意識すれば、SNSや動画は有効です。そこで映像
制作のノウハウを持ち、全国レベルで活躍されてい
る地域の高校に協力をお願いしたというわけです」
と区社協の二人。
　北高映研部は、NHK杯全国高校放送コンテストに
6年連続出場を果たし、昨年度はみごと全国3位（ラ
ジオドキュメント部門）に輝いた実力校。その強力な
助っ人に加え、介護や子育て、障がい者支援施設な
ど、見学・取材撮影のため、地域の多くの方々にご協
力いただきました。
　「初めての取材先はお年寄りの給食会。身近な地
域に、こんなにあったかい場所があるなんて知りま
せんでした」と副部長の清水さん。福祉の現場の温
もりを肌で感じ、「もっ
と上手く撮りたい」とス
キルも高まっていった
そうです。

　活動計画のチーム会議で議論を重ね作成したシナリ
オや画像をもとに、取材で撮影した静止画・動画を加
えながら編集作業を進め、アレンジやテロップの作
成、ナレーションの録音なども北高映研部のみなさん
が頑張ってくれました。
　「高校生の私たちだからこそできる、どの世代にも
わかりやすい表現を心がけました。視聴覚に障がいの
ある方にどう伝えればいいのか。その工夫が難しかっ
た」と廣野部長は振り返ります。
　動画を作るにあたり、区社協より「テロップは大きく、
漢字にはルビを振り、ナレーションはゆっくりと…、と
いった視点が、高齢の方、視聴覚に障がいのある方など
に向けてとても重要な点であることをお伝えしました。
そうした私たちの細かな要望に一つひとつ対応していた
だいたおかげで、高齢の方や障がいのある方にも配慮し
た、区社協らしい動画が完成できたことを感謝していま
す。」との言葉に、「それも全て、生徒が力に変えてくれ
ましたね」とおっしゃる緒方顧問。「社協って何？という
ところからのスタートでしたが、多くの人とふれあい、社
会とつながる中で、学び考え、カタチにしていくプロセス
は、生徒を大きく成長させてくれました」とにっこり。
　難波主事いわく「福祉の専門用語の使い方を見直
すきっかけにもなった」という効果も。動画は昨年3
月からYouTube動画サイト『ふくきたチャンネル』で
配信されており、「福祉に関心の少ない方へのPRに
もなれば」と期待を膨らませています。

～待機児童対策と認定こども園～
　数年前から東京圏、名古屋圏を中心とした大都市圏の
待機児童が急増する中、平成２７年度から保育新制度が施
行され、新たに認定こども園という名称の教育・保育施設
が認定されました。従来から各保育園で保育と子育ての
両立を図りながら行ってきた教育・保育内容の充実と地
域の未就園児等に対する子育て支援のより効果的な実施
が認定こども園に求められています。名古屋市内でも、長
年培った保育のノウハウとその保育力を生かして、認定こ
ども園に移行する園も少しずつですが増えてきました。
　子育て家庭の待機児童解消に対する想いには切実な
ものがあり、今なお喫緊の課題です。ただ、待機児童の解
消の進まない地域でも、周辺住民の十分な理解を得るに
至らず、結果的に設置が困難なケースも出ており、新たな
課題となっています。名古屋市保育行政当局の従来から
の待機児童対策（保育園の新設、賃貸型本園の増設、小
規模保育施設の拡充）の他に、今後新たに分園設置に取
り組む計画もあり、待機児童対策は着実に進んでいます。
　平成２９年度から変更された乳幼児にかかわる保育所
保育指針、認定こども園・教育保育要領は、平成３０年４月
から施行の予定となっています。名古屋市では教育・保育
内容の充実と地域の子育て支援の充実を図るために施設
長・保育士等の職員研修が明確に位置付けられ、子ども
を取り巻く環境の整備に積極的に取り組んでいます。

乳児院 ほだか
梅村 麻美子さん 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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藤岡 省吾さん 手足、背中の冷えに
血行をよくして温かく。

　寒い時期など、手や足の先が冷たく、背中が
ゾクゾクすることもあります。そんな時は血行
が悪くなっている証拠。仰向け開脚のポーズ
で血液の流れをよくすると、全身の血行が改
善され、体がポカポカと温かく軽くなります。

仰向けで手のひらを下に腕を体の
脇につけます。

息を吸いながら、
両足を床と垂直
に上げます。

手を膝の内側
に当て、息を吐
きながらゆっく
りと開き、10秒
キープします。

息を吸いながら、 に戻り、息を吐きな
がら足をおろしてリラックスします。これ
を3回繰り返します。

Vol.32
北区社会福祉協議会

20170515

北区社協主事・難波克彰
さん（後列右）、地域福祉
推進スタッフ・松尾和歌
子さん（前列右）、北高等
学校映画研究部顧問の緒
方麗子先生（後列左）、ナ
レーターを務めた廣野紗
貴部長（前列左）、撮影担
当の清水レイナ副部長
（前列中央）

『5分でわかる！北区社協』の給食会の様子
名古屋市北区社会福祉協議会

いずみ保育園



〈取材先〉名古屋市大学生消防団 団長 
 　 ４年生 水谷 光貴さん（昭和区）
　中京大学で平成28年4月から市内でいち早く大学生消防
団が発足しました。今号は団長の中京大学4年生水谷光貴さん
に大学生消防団として地域貢献に関わるやりがいや学生パ
ワーの可能性についてお聞きしました。

〈名古屋市大学生消防団についてのお問い合わせ〉
名古屋市消防局消防部消防課消防団係
TEL：052-972-3561
FAX：052-951-8463
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【団体概要・活動内容】
　西区のはつらつ長寿推進事業「いきいきくら
ぶ」の参加者の有志で「花咲か隊」を結成して、今
年で６年目になります。
　回想法を広める活動、区内小学校にて行ってい
る高齢者疑似体験のサポート、区民まつりの社協
ブースにて共同募金ゲームコーナーの運営など、
活動の幅が広がりました。
　さまざまな活動を通して仲間同士のつながりが
生まれ、自分自身を豊かにしてくれる力にもなっ
ています。

●名古屋市大学生消防団とは？
　市内の大学に在籍する学生で構成された消防
団です。平成28年4月に2大学で発足以来、現在
7大学（中京大学・名古屋市立大学・愛知学院大
学・愛知大学・南山大学・名古屋学院大学・東海
学園大学）定員175名までに広がっています。
　各消防団は母校の地元消防団（基本消防団）と
連携しながら、防災意識の向上と若者の消防団加
入を呼びかける広報啓発活動をしています。
●中京大学分団としてはどんなことを？
　毎月1回実施している定例会で、地域の防災訓練
やイベントに参加した団員による活動報告を行い、
お互いに情報を共有し改善点を話し合います。地域
の防災イベントなどの参画については、昭和消防署
の方から大学生消防団に依頼が入り、どの団員が
参画するか調整し
ています。その他に
避難訓練で作った
炊き出しのメニュー
を大学の学祭で提
供するなど消防団
の活動をＰＲしてい
ます。
●大学生消防団を通した地域の関わりで得たこと
　昨年関わった地域のイベントに今年も参加した
際に、地域住民の方が顔を覚えていてくれ、「頑
張ってくれたから、今度の地域のもちつき大会ぜ
ひ来てよ！」と温かい言葉をかけていただきまし
た。この時、私たち消防団が地域の一員として認
められたような、うれしさを感じました。
　宿泊型避難所運営訓練など多世代参加型防災
活動では、普段の生活で関わることができない

【活動に参加している方の想い】
　物の豊かな時代になった今だからこそ、もう一
度「なつかしい話」を通して人の結びつきを深め、
地域に貢献していくきっかけづくりができればと
思い「花咲か隊」を結成しました。子どもたちとの
交流を深め、やさしさや思いやりを伝え、私たちも
お互いに支えあって、元気に活動しております。
　自身も含め、みなさんがいきいきと暮らせます
よう、役に立ちたいと思っております。

【お問い合わせ】
住　所 〒456-0024　
 名古屋市熱田区森後町7-14沼田ビル３階
T E L  052-908-0623
FA X  052-908-0635
E-mail asahicamp.nagoya@gmail.com
ホームページ http://asahicamp-nagoya.com/
担当者 中久木俊之

西区社会福祉協議会（事務局）
住  所  〒451-8508　
  名古屋市西区花の木2-18-1
  西区役所5階
  西区在宅サービスセンター内
T E L  052-532-9076
F A X  052-532-9082

【お問い合わせ】

【昭和区総合防災訓練での
初期消火訓練指導の様子】

【八事の森の春祭りでのちびっこ
防火衣試着体験コーナー】

西区ボランティアまつりでの
ゲームコーナー「わくわく縁日」 高齢者疑似体験の様子

【団体概要・活動内容】
　小学３年から中学３年の支援の必要な子たち３０
人が春夏秋の宿泊キャンプやデイキャンプで、研修
を積んだ大学生２５人に認められて自己肯定感を高
める活動です。小・中学校での宿泊学習に向けて、
参加する子もいます。表情が明るくなった、家で食
事作りの手伝いをするようになった等の感想をよく
いただきます。楽習会、マイスペースという２時間の
少人数学習やレクレーションも行います。

【活動に参加している方の想い】
　活動のねらいは、参加する子どもも大学生もお互
いに認め合って、共に成長していくことです。現在
６３年目の活動で、所属する大学生ボランティア４６
人は教育、保育、福祉、心理などを学んでいて、毎
週土曜日午後に打ち合わせを行っています。大学
生のお兄さんお姉さんへのあこがれるエネルギー
で思春期を乗り切っていく子も多いです。次は春休
み１泊キャンプ、多くの笑顔に出会いたいです。

「ひだまりキャンプ」子どもたちに学生あいさつ「マイスペース」風船バレーで一緒に遊ぶ

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。

様々な年代の方と接することができました。その
中でも、年代に合わせて地域の消防団の必要性や
防災の大切さをＰＲするのは、自分にとって貴重
な経験になりました。この経験から、“伝える”こ
とよりも“伝わる”ために聞き手のことを意識す
ることを心がけるようになりました。
●想いのバトンを後輩たちへ
　中京大学分団が発足し、男子団員を率いて奮闘
すること2年、今春は憧れの消防官として羽ばた
く水谷さん。水谷さんたち先駆者の努力によって
名古屋市大学生消防団は2年連続で総務大臣よ
り感謝状を受けました。
　「今後は大学生の活動が地域の若者全体に広
がることを期待したいです。自分は後輩にしっか
りバトンを渡せました！」と力強く語る水谷さん。
これまで消防署や
町内会等と連携し
ながら活動してき
た中で、学生への
期待を受けること
で、活動や社会へ
の“責任感”も感じ
たことから、定例会
で常にメンバーと意識の共有を図っています。
　地域を支える担い手でありながら、自身も地域
に支えられていることも実感している素晴らしい
若者たちの活動を今後も応援していきたいです。

インタビュアー：
旅する食いしん坊ＹＭ

花咲か隊

NPO法人アサヒキャンプ名古屋

フレッシュパワーを地域に
～Ｌｅｔ’ｓ地域貢献！～
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を活用して欲しいです。現在、運営には団地のブラ
ジル人１人、中国人１人、団地外の日本人15人以上
の合計17名ほどが関わっています。
　実は、今年の夏からこの団地の運営システムが変
わりました。会場のこと、先生の確保などいっそう
工夫が必要になると思いますが、古くから教室を支
えてくださっている多くの人たちと力を合わせ、こ
れからもこの教室を支えていきたいと思います。

★取材を終えて
　地区の区政協力委員を引き受けたこともある
という氷室さん。その日本語は流暢でした。しか
し、顔見知りの日本人が、氷室さんがポルトガル
語を話すことを知ってから、それまでとは違う接
し方をされるようになった経験もあるそうです。
　日本人の礼儀正しいところが好き、ブラジル人
の人間味あふれる温かさも好きという氷室さん。
外国で暮らすとはどういうことか。外国人の隣人
を持つとはどういうことか。九番団地日本語教室
が言語だけでなく、同じ地域の住民として互いの
歩み寄り方を学び合う場としても機能し続けてい
くよう、そして氷室さんたちのような外国人と日
本人との協働作戦による地域づくりが日本各地に
広がるよう
期待したい
です。

★活動に参加するようになった頃のこと
　１９９３年にブラジルから来日し、関東地方で暮
らした後に、ここ港区の九番団地へ引っ越してき
ました。この団地には、ある日系ブラジル人青年の
発案で始まった「アウラ・ド・キュバ（AULA DO 
KYUBA）」という日本語教室があり、私はこの教
室を１６年以上手伝っています。九番団地にはブラ
ジル人居住者が多いので、日本の人たちとの橋渡
し役として役に立てればと思って参加しています。

★歩んできた日々をふりかえって
　教室では、それぞれの受講生の学びたいという
気持ちを尊重し、その人に合った内容方法で指導
するようにしています。また、初歩的な日本語を
理解することで職場での仕事がしやすくなり、同
僚との意思の疎通がスムーズになるということも
例をあげて教えています。
　最近は、この日本語教室に中国やベトナムの人
たちなども参加しています。ずいぶん遠くから
通ってきてくれる人もいます。また、夜勤明けにも
かかわらずがんばって勉強しにくる人や長年にわ
たって学び続けてくださる方がいるのも大変うれ
しいことです。

★九番団地日本語教室のこれから
　外国人市民にとって住んでいる国の言葉を理解
できるかどうかは生活の質に関わる重要な問題で
す。私は頼まれて病院への同行通訳などをすること
もありますが、ほんとうは自分自身で日本語を使っ
て問題に対
処できる人
が増えるよう
願っていま
す。そのため
にも外国の
皆さんにこの
日本語教室

　昔からよく聞く言葉、「最近の若者は・・・」。「・・・」のところはあまりよくない言葉がきますよねぇ。
はたして本当に最近の若者は「・・・」でしょうか。
　介護業界は慢性的な人手不足です。そのなかで一生懸命お年寄りを支えようとしてくれている若者が
います。首からタオルを巻いて冬でも半袖半ズボンでお年寄りの入浴を手伝う若者。疲れていても安全
運転で家までお年寄りの送迎をする若者。大きな身体のお爺ちゃんの身体を支える若者。夜勤明けで眠
くても笑顔で朝ご飯をつくる若者。自分で選んだ仕事、確かにそうですが、若い力、次世代が育たないと、
高齢者を支えていけないのです。よっ、若者よ！これからもよろしくたのんだぜいっ！ ＰＧ大好き

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。

①約束・秘密は守りましょう。
　　活動で知り得た情報や秘密、約束は必ず守り、責任あ
る行動で信頼関係を深めましょう。
②相手の身になって考えましょう。
　　自分の「してあげたい」という気持ちだけでは、かえっ
て相手の迷惑になることがあります。素直に相手の言葉
に耳を傾けましょう。
③周りの人との関係を大切にしましょう。
　　家族や仕事仲間、友人など周りの人との関係を大切に
することで、活動の継続にもつながります。

④困ったときは相談しましょう。
　　困ったときはひとりで悩まず、ボランティア仲間やボ
ランティア先の団体・施設のスタッフに相談しましょう。
⑤安全に気をつけましょう。
　　危険を伴う活動でなくても、不慮の事故に遭う可
能性はあります。念のため、「ボランティア活動保険」
に加入することをおすすめします。
※加入については、名古屋市社会福祉協議会ボラン
ティアセンターにお問い合わせください。
TEL：052-911-3180／FAX：052-917-0702

〈お問い合わせ〉
九番団地日本語教室 事務局　
E-mail：kyubandanchi@9ban.sakura.ne.jp
TEL：080-5153-7804　　　
ホームページ：http://auladokyuba.web.fc2.com/

　1960年代受験競争やカラーテレビの普及など
で子どもたちが家の中に閉じこもることも増え、生
活環境が急激に変化していました。そうした状況に
不安をもち、子どもが健やかに成長できる場をつく
りたいという願いのもと、お母さんや青年の手に
よって、1966年に福岡市で生まれた「おやこ劇
場」。この劇場運動は全国に広まり、名古屋では
1971年に「名古屋おやこ劇場」が設立されました。
　「おやこ劇場」には、“生の優れた舞台鑑賞”と
“子どもたちが自主的にのびのびと活動できる
場をつくること”を運動の柱にしています。当時、
子どもは自分の子どもだけでなく、みんなで育て
ようと隣近所で集まってキャンプやこども祭りな
どの様々な自主活動の企画が行われ、市内９ブ
ロックごとに劇場もありました。特に自主活動
は、子どものよき理解者、憧れの先輩の青年が関
わることでお互いの関係づくりができ、学校とは

また違った発見や感動の機会でした。当時はお
母さんも専業主婦の女性が多く、「おやこ劇場」
が女性の活躍の場、そしてみんなが自然と集まる
場となっていました。
　2000年からは市内各所の拠点をひとつに統
合して「特定非営利活動法人名古屋おやこセン
ター」を設立しました。核家族化や夫婦共働き生
活の環境で、子どもたちと向き合う時間をなか
なかつくれないこと、周りに相談する人がいなく
抱え込んでしまう方も多くいます。
　こうした現状がある中、「おやこ劇場」が大切
にしてきた“子どもの自主的活動、創造性を育む
こと”を次の世代にいかに伝えていくかが必要だ
と感じます。今後も子どもたちや親子同士が心を
ほっと解放できる居場所づくりなどを通して、子
どもたちがのびやかで豊かな「子ども時代」を過
ごせるよう、心を育む活動を続けていきます。

日本語教室の様子

第７回テーマ：「おやこ劇場」
特定非営利活動法人 名古屋おやこセンター
　　　　　 　　　　　　竹内 洋江さん

日本語教室の様子

名古屋おやこセンターの皆さん

〈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〉
を取材しました♪を取材しました♪

港区・九番団地日本語教室
（AULA DO KYUBA）の 氷室 妙子さん

ボランティア豆知識⑤ ～ボランティアを始める前の知っておきたい心がまえ～



10 11

油揚げの宝袋

健康レシピ健康レシピ

1 油揚げに熱湯をかけ、麺棒などを転がして水気を切ります。半分に切って袋状にひらきます。

３1の油揚げに2の野菜を詰め、口を楊枝でとめます。
※野菜は混ぜないで詰めた方が火のとおりが均一に仕上がります。

体にやさしい植物性たんぱく質で、スタミナを。
寒い冬もポッカポカで元気になる温かい料理。

社協からのお知らせ

インフォメーション

　冬は温かい料理が欲しくなる季節。温かい出汁をたっぷり
と含んだ油揚げは、体にじわーっとしみこむ美味しさです。大
豆食品の油揚げは、コレステロールが少なく、とてもヘルシー。
しかも、体力維持や疲労回復に役立つ栄養素が豊富に含まれ
ているといわれています。お好みの野菜を詰めて宝袋のよう
な巾着に。お正月らしく、宝袋の中に何が入っているか“運だ
めし”も楽しい食卓になります。

●油揚げ…４枚
●お好みの野菜…適量
 （カリフラワー・玉ねぎ・ゆりね・白菜など）
●三つ葉…適宜

材料（4人分）
●出汁…3～4カップ
●塩…小さじ１～1.5

２お好みの野菜は油揚げに入る大きさに切ります。（カリフラワーや玉ねぎは薄切り、ゆりねは一枚ずつはず
し、白菜は細切りにします。）

４鍋に出汁と塩を入れ、沸騰したら3の巾着を並べ、落し蓋をして
中火で10分煮ます。火をとめ器に盛りつけ三つ葉を添えます。
※火のとおりにくい野菜を使うときは長めに煮ます。

　「学び、仲間づくり、社会参加」の場である鯱城学園では、平成３０年４月
入学生を募集します！
　今回の入学生募集から、音楽を通して健康や福祉のまちづくりについて
考えるクラスも始まりますのでご関心のある方はぜひご応募ください。
　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！
～新たな発見や出会いがあなたを待っています～

名古屋市に在住する、６０歳以上の方もしくは、本学園の卒業生の方
平成２９年１２月１日（金）～平成３０年１月３１日（水）

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30年1月25日（木） 13時15分～１６時３０分（１２時４５分開場）
名古屋国際会議場 白鳥ホール、他会議室（名古屋市熱田区熱田西町１－１）　
◆基調講演　『医療的ケアがあっても安心して暮ら
　せる社会を目指して』～もみじの家の現場から～
　 国立成育医療研究センター もみじの家  ハウスマネージャー 
　 内多 勝康氏（元NHKアナウンサー）
◆分科会
　① 地域支えあい活動フォーラム
　② ふれあい・いきいきサロン推進セミナー
　③ なごやか地域福祉２０１５セミナー
　④ 名古屋市高齢者孤立防止講演会
名古屋市・社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会
無料
平成30年１月１８日（木）（定員650名）

日 時
会 場
内容・講師

主 催
参 加 費
申込締切
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
TEL：052-911-3193　FAX：052-917-0702
Email:chiiki-s2@nagoya-shakyo.or.jp
名古屋市社会福祉協議会ホームページ　http://www.nagoya-shakyo.jp/

新たに音楽クラスの募集をはじめます！

　住民同士の助け合いや交流の場づくりに取り組む地域福祉活動の
講演と、市内の実践事例から学び合うフォーラムを開催します。

平成２９年度
「つながり・支えあおう地域福祉のすゝめ」

平成30年2月4日（日） 13時30分～16時15分
今池ガスホール（千種区今池１-８-８）
◆第一部 講演 「パラリンピックスポーツからの障害者理解」 
　　　　 講師 リオ２０１６パラリンピック柔道 銀メダリスト・名古屋盲学校教諭 廣瀬 誠氏
◆第二部 シンポジウム 「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」
　　　　 シンポジスト 廣瀬 誠氏
 　　  トヨタ自動車株式会社 名畑 徹氏
 　　  名古屋市障害者差別相談センター
　　　　 コーディネーター 日本福祉大学社会福祉学部 教授 柏倉 秀克氏

日 時
場 所
内容・講師

無料
不要・当日先着順（定員330名）

参 加 費
申　　込

お問い合わせ・申込先
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

　「障害者差別解消法」を広く知っていただき、障がいのある人もない人も共に生きる地域社会に向けた取り組みを考える講演会を開催します。
　リオ２０１６パラリンピック柔道の銀メダリスト、廣瀬 誠さんを講師にお招きし、ご自身のご経験や社会への期待についてお話しいただきます。

障害者差別相談センター 市民向け講演会のご案内

平成30年2月16日（金） 13時30分～１６時３０分
今池ガスホール（千種区今池1-8-8）
300名
◆基調講演 講師 法政大学教授・社会活動家  湯浅 誠氏
◆実践報告
無料

日 時
会 場
参加定員
内容・講師

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
TEL：052-911-3193　FAX：052-917-0702
Email:chiiki-01@nagoya-shakyo.or.jp
名古屋市社会福祉協議会ホームページ　http://www.nagoya-shakyo.jp/

子ども食堂の実践者や興味・関心のある方々が、子どもを取り巻く現状や実際
の子ども食堂の活動報告等を通じて、学びを深めるシンポジウムを開催します。

子ども食堂
学び・交流のシンポジウム

平成30年2月10日（土） 13時～17時
日本福祉大学東海キャンパス（東海市大田町川南新田229）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
平成30年1月25日（木）

日 時
会 場
参加対象

参加定員
参 加 費
申込締切 
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
TEL：052-911-3180　FAX：052-917-0702

　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。

2018福祉教育・ボランティア学習のつどい
in あいち・なごや  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2018年1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。

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

け ん こ う

①特集で訪問した町は
②旬ボラを行く！で大学生の活動、
○○○○○団
③リレートークで語られた“子育て
○○○”
④何か起こるような感じ。きざし、
前兆、虫の○○○

⑤手紙で、本文を書き終えたあとで文句
を書き足すとき、その初めに書く語
⑥計画を取りやめにすること
⑦なご○○ヒストリー
⑧社協活動最前線の協働で動画を制作
してくれたのは

① ⑤ ⑥

②

③

④

⑧

B

⑦

C A

D

い ご 　 　 　 　 に

し み ん こ う け ん

　 だ 　 こ 　 　 ち

　 し ろ あ え 　 し

　 　 　 　 　 　 ょ

　 　 　 　 よ ぼ う

① ⑤ ⑥

②

③ ④

⑧

⑦

A

B

C
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