社会福祉法人
名古屋市社会福祉協議会広報紙

ご寄付・ご寄託・賛助会員のご紹介
ご寄付ありがとうございました
福祉基金への寄付

（平成29年12月1日〜平成30年2月28日受付分）
（敬称略、順不同）

当事者がその一歩を踏み出せるように

社協活動最前線

市社協サポーター（賛助会員）のご紹介

ー東区社会福祉協議会ー

平成28年度・平成29年度会員（平成30年2月28日現在）
（敬称略、順不同）

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／大形 佳弘／福
島工業株式会社 中部支社／株式会社m-earth／国際製菓技術
専門学校／山田 育弘／平成２９年度名古屋市公立保育園退職園
長／北区社会福祉協議会受付（募金缶）／「つながり・支えあおう
地域福祉のすゝめ」
（イベント募金箱）／「子ども食堂フォーラム」
（イ
ベント募金箱）／街頭募金（2/24in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／
匿名23件

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／
株式会社ラングローバル／特定非営利活動法人キャ
リアフォーラムあいち／匿名8件

市社会福祉協議会への寄付

なごや・よりどころサポート事業への寄付

匿名１件

水谷 巍／匿名１件

平成29年12月1日〜平成30年2月28日受付分

【特集】福祉クローズアップ

ほっとはあとコーナー

・ 旬ボラを行く！〜フードバンク活動〜
・ 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！〜

平成29年12月1日〜平成30年2月28日受付分

ご寄託ありがとうございました

ご寄託いただいた
次の団体に
使用済切手等は、
送付しました。

使用済切手・書き損じはがき・使用済テレホンカード等

（平成29年12月1日〜平成30年2月28日受付分）
（ 敬称略、順不同）

貴船学区連絡協議会／高年大学社会参加委員会／みなみ新
団体名
活用方法
体操クラブ／守山児童館／鈴木 加代子／名古屋市健康福祉
局高齢福祉課／ハリキッテ友の会／東海ビル管理株式会社／ 公益財団法人ジョイセフ 途上国の妊産婦と女性の命と
健康を守る活動
北区消費者クラブ／蔦井株式会社／暮らしと行政に憲法を
生かす運動の会／井上靜子／中川区手をつなぐ育成会／南 ＮＰＯ法人
誕生日ありがとう運動本部 知的ハンディキャップ問題の啓発
区役所区民福祉部／めばえ保育園・ふたばの会／東・西・昭
和・瑞穂・中川・南・守山・名東・天白区社会福祉協議会受付分／ タンザニア・ポレポレクラブ キリマンジャロ山（アフリカ）で
の植林活動
障害者・高齢者権利擁護センター南部事務所／匿名１3件

じむきょくちょうの つぶやき・・・

花は桜。お花見を華やかに演出する春の定番ソメイヨシノも江戸の染井村で1本だけ誕生した原木が起源。全てそ
の1本から接ぎ木で今日まで増やしたもので、どの個体も全てクローンだから一斉に開花するとのこと。
この花が日
本文化に与えた影響は計り知れません。福祉の世界でも、地域包括ケアという土壌で介護保険に地域福祉を接ぎ木し
た「新しい総合事業」が生まれています。
これから大きく成長し、桜花爛漫となればよいのですが。
名古屋市社会福祉協議会事務局長

名古屋高速道路
地下鉄黒川駅
1番出口
北警察署

堀川
（黒川）
八王子中学校

至楠

至大曽根
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至浄心

〒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

黒川バスターミナル
至秩父通

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

立松 博

黒川
交差点
国道41号線

北警察署南交差点
黒川スポーツ
トレーニングセンター

名古屋市社会福祉協議会
北区役所南交差点
名古屋市総合社会福祉会館 至清水口 N
（北区総合庁舎5〜7F）

★地下鉄黒川駅下車南へ300m

「おれんじドア も〜やっこなごや」ワーキングメンバーの皆さん 関連記事：2・3ページ

特集

福祉クローズアップ

当事者がその一歩を
踏み出せるように

認知症なんて
どうってことない、
そんなまちへ

平成29年度 名古屋市西区認知症専門部会事業

おれんじドア も〜やっこなごや

おれんじドア も〜やっこなごや代表
山田 真由美さん

厚生労働省の推計では、認知症の有病者数は2025年に約700万人。高齢者（65歳以上）
の 5人に1人
が認知症 の時代になると予測されています。
こうした中、名古屋市では16区すべてに認知症専門部会を
置き、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるための取り組みを推進してきました。
とりわけ平成29年6
月、認知症ご本人のための、
もの忘れ相談窓口
「おれんじドア も〜やっこなごや」
をスタートさせ、認知症の
人の思いを尊重する 独自の事業を展開しているのが、西区認知症専門部会です。今回は、
その事業を企
画・運営するワーキングチーム代表・山田真由美さんとメンバーの皆さんにお話をうかがいました。

当事者との出会いに
元気をとり戻して
代表を務める山田さんは、
５１歳で若年性認知
症と診断されました。
「平成２５年の秋、
山田さんが初めて名古屋市若
年性認知症本人・家族交流会に参加されたとき
は、とても不安げな様子でした。会にも参加した
り、
しなかったり。それが２年ほど続いたある日、
自分と似たような症状や状況の女性の当事者と
の出会いをきっかけに、どんどん元気になって
いったんです」
と話されるのは認知症相談支援セ
ンターの鬼頭さん。
山田さんの良き理解者です。
山田さんご自身も「自分ひとりじゃない。同じ
病気でも頑張っている人がいる。前向きに生き
ていこう」
と思われたそうです。
そこからスイッチが入ったように、意欲的に
なっていった山田さん。認知症への理解を広め
たいと名古屋市で初めて当事者として、認知症
サポーター養成講座の講師役 キャラバン・メイ
ト となり活動されるようになりました。
そんな山田さんに訪れた、次なるパワーをく
れる当 事 者との 出 会 い 。それが 宮 城 県 仙 台 市
で、初めて「おれんじドア」を立ち上げた丹野智
文さんでした。
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当事者による、
当事者のための
相談窓口を
丹野さんが始められた「おれんじドア」は、当
事者同士が思いを共有することで不安を解消し
て、元気を取り戻そうというもの。あくまでも当
事者本人が、次の居場所を見つけるための 入り
口＝ドア というスタンスです。
これを視察した山田さんは活動に共感し、
「丹野
さんと話し、
元気になっていく当事者の姿を見て、
私もやりたいと思いました。
当事者同士でしかわか
らないことを気兼ねなく話せる場が必要なんです」
。

西区区民福祉部福祉課
おれんじドア
名古屋市認知症
（地域包括ケア推進担当） も〜やっこなごや代表
相談支援センター
山田 真由美さん（中央） 鬼頭 史樹さん（右）
藤原 亜理沙主査（左）

自分にも何かできる、
という気づき
この思いは鬼頭さんへ、
そして西区認知症専門
部会のメンバーへとつなげられました。
「できる、
できないではなく、当事者の思いがあ
る以上、やってみよう！」
と意見が一致。区民福祉
部福祉課、南・北いきいき支援センターのメン
バーが一丸となって山田さんの思いを支え、平成
２９年５月、
山田さんが部会委員となったことを機
に、新規事業としてスタート。翌６月には第１回「お
れんじドア も〜やっこなごや」
が開催されました。
「不安そうな表情で参加された本人が、
山田さん
と会うとおしゃべりが弾んで笑顔になり、最後は
『（自分も）何かできることがありそうです！』
と宣
言されるほど元気になる。
当事者同士の出会いが、
いかに力強いものか。私たちも改めて気づかされ
ましたし、
家族も本人の変化に驚き、
本人との接し
方や認識を改めるきっかけにもなったようです」
と
メンバーの皆さん。

これまで
「おれんじドア も〜やっこなごや」
は月1
回、
2月までで計9回実施され参加者はのべ54名。
この出会いをきっかけに、
「自分の地域でもやって
みたい」
という主体的な当事者も現れ、
今後、
第２、
第３のおれんじドアも増えていきそうです。
また西区では平成３０年３月、
この活動を原点
に、当事者の思いに寄り添った施策を今後さらに
推進すべく、
「認知症なんてどうってことない 西
区おもいやりのまち宣言」を行いました。当事者
の思いが人を動かし、地域を変える。そこから社
会全体も大きく変わっていくのかもしれません。

西区北部いきいき支援センター
佐藤 洋子所長

西区南部いきいき支援センター
福村 憲明センター長

おれんじドア も〜やっこなごや

―ご本人のための
もの忘れ相談窓口―

平成３０年度
開催日

４月２１日㈯、
５月１９日㈯、
６月３０日㈯、
７月２１日㈯、
８月１８日㈯、
９月１５日㈯、
１０月２０日㈯、
１１月１７日㈯、
１２月１５日㈯、
１月１９日㈯、
２月１６日㈯、
３月１６日㈯
時間 午後1時３０分〜３時３０分

場所 西区役所等複合施設 ４階 多目的室

（名古屋市西区花の木２丁目１８-１）

対象 認知症と診断を受けたご本人とそのご家族

※確定診断はなくても、
もの忘れなどに不安を感じて
いる方もご参加いただけます。

西区北部いきいき支援センター
認知症地域支援推進員
加藤 拓也さん

西区南部いきいき支援センター
認知症地域支援推進員
福井 由佳さん

おれんじドア も〜やっこなごやの様子
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5分でできる

想いをつなぐ

Vol.33

東区社会福祉協議会
男性のグループづくりを通して
団塊の世代を地域福祉の担い手に

東区社協では 誰もが住みよいまちづくり を基
本理念に、住民参加のもと、
「第３次地域福祉活動
計画」を推進しています。
その中で、活動計画に掲げる 排除しない地域づ
くり のためには、区民一人ひとりの孤立を防ぐと
ともに、地域活動への参加を促す取り組みが不可
欠。そこで普段、地域のコミュニティに参加する機会
の少ない男性、とりわけ地域福祉を進める上で、重
要な担い手となり得る団塊の世代に注目し、男性の
グループづくりが行われました。
「珈琲なら関心を持っていただきやすいだろう
と、まずは男の料理教室への参加者に『男の珈琲
会』として『おいしい珈琲の淹れ方を学んでみませ
んか？』と呼びかけました。そこからグループ化を
進めましたが、この活動が男性たちの地域貢献にな
りうるにはどうしたらよいかとも考えていました」
とは事務局の伊藤次長。
ちなみに、この男の料理教室は、地元短期大学と
タッグを組み、東区いきいき支援センターが主催し
たもので、地域連携として、短大、いきいき支援セン
ター、区社協へとうま
くつなぐことができ
ました。また東区社協
では、昨年度、男性の
た め の 珈 琲 ボラン
テ ィア 養 成 講 座 を
行った経験から、
「う
高岳珈琲クラブの活動の様子
まくい く見 込 み は
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事務局次長 伊藤 三郎さん（右）、
地域福祉推進スタッフ 加藤満里さ
ん（中央）、野澤明日香さん（左）

あった」と伊藤次長。その言葉通り、開催２度目で早
くもグループ化が実現しました。

珈琲がつなぐ支援のネットワーク

こうして立ち上がった「高岳珈琲クラブ」ですが、
月1回、産地や銘柄の異なる生豆を自分たちで購入
し、煎りたて挽きたての、香り高い珈琲を淹れて楽し
まれているそうです。
20170515
「６９〜８９歳までメンバーは１４名。皆さん人生経
験豊富で話題は尽きません。回を重ねるうちに手際
もよくなり、チームワークも出てきたと思います」と
は推進スタッフの加藤さん。
地元珈琲店の協力で、プロのレクチャーも受け、珈
琲を淹れる腕前も上達した頃、
「珈琲ボランティアを
やりませんか？」と加藤さんが提案すると、一斉に手
が挙がり、人数が多すぎて次の機会に、とお願いす
るほどだったとか。
「はつらつ長寿推進事業の会場での珈琲お楽しみ
会でしたが、女性たちの『おいしかった』
『ありがと
う』との声に喜びがあふれ、皆さん、自信もついたみ
たいですね。自然な流れでボランティアに参加し、ま
だ自分も社会貢献できる、そんな気づきもあったよ
うです。ボランティアグループとして、区社協の手を
離れ、自分たちだけで運営していただけそうです」
と加藤さん。
２月には、新たなメンバーで「男の珈琲会」を予
定しており、
「高岳珈琲クラブ」に続く、第２期の珈
琲クラブも期待されます。珈琲をきっかけに、今後
東区では地域福祉を担う団塊の世代が増えていき
そうです。

リ レー
ト ー ク
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梅村 麻美子さん

〜乳児院の役割〜
乳児院に入所しているほぼすべての子どもは親がいま
す。こうお話しすると、多くの方は「そうなんですか？！」
と驚かれます。
「孤児院」のイメージが、今だに強いので
しょう。実際、昭和50年頃までは、主な入所理由は親の
死亡と失踪でした。
しかし、現在ではこうした理由はほと
んどみられません。親御さんとお話しをすると、多くの方
がごく普通の身近にいるような方達です。ただ、経済的
な理由や、近くに助けてくれる親族がいない問題、メンタ
ルの病気などの問題を複合的に抱えており、子どもと暮
らしたいと願っても、今は実現することができない状況
下にいるのです。乳児院は、子どもに安心な環境を提供
するとともに、そのような状況下の親御さんに寄り添い、
励まし、生活再建のお手伝いをしています。
「ほだか」で
は、昨年退所した子ども全員が親元に帰りました。
最近は厚労省から出されたビジョンにより、里親委託
が声高に叫ばれるようになりました。もちろん、親の面
会のないお子さんが、良い里親にめぐり合い、家庭に迎
え入れられるのは大変望ましいことです。
しかし、里親至
上主義の中で家族再統合が忘れ去られる心配はないで
しょうか。子どもが一番願っているのは、お父さん、お母
さんの元に安心して帰れることではないでしょうか。乳
児院の役割や親御さんの現状を多くの方に知って頂け
ればと願ってやみません。
次回は

簡単エクササイズ

乳児院 ほだか

名古屋市 緑寿荘

第16回

なんとなく痛い、もたれるなど
胃の不調を感じたら。

新しい春のはじまりは、環境の変化などで気
持ちが落ち着かず、ストレスによる胃の不調
を感じることがあります。
食後の胃もたれや、空腹時に胃の痛みを感じ
る時は、まず正座をしてリラックスした状態
から、前屈して緊張をほぐしましょう。
正座をして、ヒザは
握りこぶし2つ分開
け、手のひらをヒザ
の前について息を
吸います。

息を吐きながら
手を前方に滑ら
せ 、背 中 と 腕 を
伸ばします。

その 姿 勢 のまま腹 式 呼 吸 をゆっ
くり3 0 秒 行 い 、胃 の 緊 張をほぐ
します。

息を吸いながら上
体を起こします。
に戻り、同じ動作
を2回繰り返します。

土屋 利寿さん へ バトンタッチ
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東海地方における「食のセーフティネット」
〜フードバンク活動〜

インタビュアー：旅する食いしん坊ＹＭ

〈取材先〉
認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋
事務局 山内大輔さん
★セカンドハーベスト名古屋（以下２ＨＮ）・事務局の
山内大輔さんにお話をうかがいました。

●２ＨＮの歩み

い」という言葉は、
「無駄」という意味だけではな

日本では賞味期限の近接や包装容器の不良など

く、自然やモノに対する「敬意」も表しています。人

大量の食品が捨てられています。その量、年間621

を様々な理由で確保できない人がいること（社会

膨大な量です。この食品ロスを減らし、食品を必要

活動に参加することが食品ロスの解消、そしてお互

え方です。2007年に日本初の「セカンドハーベス

ずはできることから始めてみませんか？

の理由により、まだ十分に食べられるにも関わらず

が生きていくためには欠かすことのできない「食」

万トン。これは日本のお米の年間生産量に匹敵する

的背景）を知った上で、それぞれにあったかたちで

とする方々の支援につなげるのがフードバンクの考

いが支えあう社会につながります。読者の皆様もま

ト・ジャパン」の活動がテレビで紹介され、これを見
た名古屋に住む有志が2008年に東海地方版の

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。

NHB（なかむら・はつらつ・ボランティア）
【団体概要・活動内容】
中村区の高齢者はつらつ長寿推進事業の参加
者の中で「まだまだ人のために役に立ちたい！」
「長年やってきたことを活かせる活動はないかし
ら？」とチャレンジ精神旺盛な方達で平成27年7
月22日に結成しました。
区民まつりの社協ブースでの手作りコーナー、
赤い羽根共同募金の街頭募金活動、母の日近くに
は児童館とコラボして昭和のお母さんから平成の
ママへ手作り小物と応援メッセージを渡すイベント

昭和のお母さんから平成のママへの様子

●２ＨＮの支援の流れ

【活動に参加している方の想い】
NHBでは「無理をしない！できる時間、自分が
できるだけのボランティア！」をモットーに、ボラン
ティア活動を通じて自分がもっと元気になる！皆さ
んやりがいをもって積極的に取り組んでいます。
【お問い合わせ】
中村区社会福祉協議会
住 所 〒453-0024
名古屋市中村区名楽町
4丁目7番地の18
TEL 052-486-2131
FAX 052-483-3410

※フードドライブ：市民が家庭で食べきれない食品を指定され
た会場に持ち寄り、２ＨＮが食品の受け手につなげます。

フードバンク（２ＨＮ）の活動を始めました。

を2年連続で実施しています。また、最近ではデイ
サービスのボランティア活動、地域のサロンでの小
物づくりのお手伝いなどにも声をかけてもらえる
ようになりました。

街頭募金活動の様子

「どのような経済状態にあったとしても、誰もが

安全で栄養価のある食事を得られる社会を目指す」

ママカフェ in 上名古屋

という2HNの使命に共感した個人や企業などがそ

れぞれにあったかたち（食品・お金の寄付やフード

ドライブ※、
２ＨＮの運営ボランティア）で活動に参加

しています。寄付いただいた食品は、約3０名のボラ
ンティアの方の協力をいただき、福祉施設（母子生
活支援施設、児童養護施設など）や自治体、社会福

祉協議会と連携して毎月400件ほどの食品パック

を必要とする団体や個人宛てに届けています。
● 食のセーフティネット構築を目指して

全国にフードバンクは80か所ほどあり、フードバ

ンクがあることで食品ロスがなくなりつつあると考
えられ がちで

すが、まだまだ
食 品ロスの多

さに 対 応しき

れていません。
日本で生まれ

た「もったいな
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〈認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋について
のお問い合わせ〉
住 所 〒462-0845
名古屋市北区柳原三丁目4-2 小菅ビル1F
4月9日（月）より事務所移転
〒462-0831
名古屋市北区城東町七丁目148番地
TEL 052-913-6280
FAX 052-913-6281
E-mail info@2h-nagoya.org
ホームページ http://www.2h-nagoya.org/

【団体概要・活動内容】
「『ひとりで悩まないで、みんなとおなじだよ』と
いう安心感が持てる居場所作りのお手伝いをしよ
う」を合言葉に元名古屋市公立保育園長、保育士が
地域の要望に応えて、立ち上げ、8年目になります。
毎月延べ80組程利用があり、毎週水曜10時から
12時、第3水曜はティータイム・誕生会を開催して
います。情報誌「ママカフェ in 上名古屋」の発行や
様々なキャリアのママ講師による講演や演奏会など
を実施しています。

親子での布遊び

皆で自己紹介

【活動に参加している方の想い】
◇悩みを打ち明けられるママ友ができた。
◇定期的に会え、話ができるのが良い。
◇気分転換になり、情報交換出来て良い。
◇気軽に育児相談やアドバイスがもらえた。
◇リフレッシュが出来、ストレスがたまらなくなり、
毎週楽しみ。
◇気楽に遊びに来られることが心の支え。などアン
ケートにありました。子育て中のママと共により
楽しい子育て支援の場を続けていきます。
【お問い合わせ】
代表 村上加代子
TEL 080-3647-4463
場所 上名古屋会館
ホームページ
「ママカフェ in 上名古屋」で検索
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らっと

き

ボランティア・
N POらい ぶ

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：PG大好き〉
毎月最終土曜日に名古屋市天白区の植田東小学校にて障がいに関係なく、子どもたちとその家族が
障がい者スポーツを通してみんなで交流する場『りんりん』を開催している遠山さん。
「普段、スポーツ
をする機会が少ない障がいのある方にスポーツで遊ぶ機会を少しでも提供して、何かに挑戦することの
喜びや達成感を感じてもらいたいです！」と優しい笑顔で『りんりん』について語ってくださいました。

★『りんりん』開催のきっかけ

遠山さんの３番目のお子さん「りんちゃん」がダ
ウン症とわかり、地域で子どもが分け隔てなく、し
たいことを安心して実現できる場所があるといい
なと感じていた遠山さん。義肢装具関係の仕事や
障がい者スポーツ指導員をしている経験から、子
どもやその家族がスポーツで交流できる場をつく
りたいと、7年前に『りんりん』を立ち上げました。
ＰＴＡ会長や植田東学区消防団員、植田東小学校
おやじの会の活動など、地域と学校のパイプ役と
して動いていたこともあり、学校には体育館や道
具の貸出、地域には地域福祉推進協議会に後援し
ていただき、町内回覧板でチラシを周知してもらう
など、活動の必要性に共感してもらっています。

★『りんりん』の活動

『りんりん』には、子どもとその家族や大学生の
ボランティアなど、約30〜50名が参加し、リト
ミックボードや大きなブロック、巨大風船遊びなど
子どもがやりたいことをしています。子ども自身
が準備、片付け、あいさつをする主体性を大事に
することで、家族の方も今まで知らなかった子ど

もの“できる！”に気づくことが多くあります。
ここは、
「ダメ」
「早くしなさい」などの公共の場
だとつい言ってしまいがちな言葉はなく、家族は
見守り役で子ども同士、親同士でコミュニケーショ
ンがとれるのもメリットの一つです。

★子どもを通じて住みよい地域に

学校や地域、保護者、大学生ボランティアなど、
たくさんの理解者、協力者がいることで、地域の
方が自然と子どもを見守ってくれたり、子どもが
高齢者を見守ってくれています。また、
『りんり
ん』を卒業した子どもが今度はボランティアとし
て関わってくれて、
『りんりん』は植田東小学校と
ともに地域の社会資源の一つとなっています。
学校の先生方も地
域のイベントに一緒
に参加してくれ、学校
と地域がともに子ど
もを通じてよりよい
地域をつくっている
と感じる遠山さん。
遠山さんや学校、地
域の温かな想いは次
世代へと着実に受け
継がれています。
【ホワイトボードを消す片付けの様子】
〈『りんりん』についてのお問い合わせ〉
遠山 裕之さん
TEL：090-4868-2122
E-mail:toyama@fa2.so-net.ne.jp
Facebook:『障がい者スポーツりんりん』で検索！
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第８回テーマ：
「要約筆記」

要約筆記等研究連絡会・まごのて
代表 下出 隆史さん
「要約筆記」という言葉を聞いたことがあり
ますか。聞こえ難いなど、聴覚に障害をもつ人
に情報を伝える手段としては手話があります
が、聴覚障害者が全て手話を使っている訳で
はありません。実際、難聴者や、人生の途中で
聞こえなくなった中途失聴者の多くは、主に文
字によって情報を得ています。
手話を使わない聴覚障害者が集まって話し合
いをする、役所などに交渉に行く、といった様々
な場面で、話しの内容を素早く文字にして聞こえ
ない人に伝える、それが「要約筆記」です。多くの
福祉の活動がそうであったように、
「要約筆記」
も、まずボランティア活動として始まりました。
しかし、話し言葉は速く、内容をまとめ、その
場の役に立つように書き取っていくことは容易
ではありません。このため「要約筆記」は、手話

プラネタリウム字幕受付の様子
通訳と同様に、高い専門性が要求される活動
であると認められ、要約筆記者の養成と派遣を
公的に行なうべき福祉事業に育ちました。
「まごのて」はこうした活動の始まりの頃
（1978年）に結成されたボランティアサーク
ルです。設立の頃から、要約筆記という活動に
関わってきましたが、途中からは、
「文字で情
報を伝える」活動のもう一つの面に着目し、日
本映画に字幕を付けたり、名古屋市科学館の
プラネタリウムに字幕を付けて上演するといっ
た活動に取り組んできました。
設立から40年、障害者の権利条約など、社
会は大きく変わろうとしています。そんな中
で、聞こえに障害を持つ人に求められている限
り、文字によって情報を伝える在野の活動を続
けて行きたいと願っています。

ボランティア活動やボランティア行事における万が一の事故に備えて

「ボランティア保険」にご加入ください。

「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）。補償期間中に複数のボランティア活動をしている場合、一度の保険加入で他のボランティア活動も補償の対
象となります。
また、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

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき
先日、地下鉄の切符売り場で白い杖を持った４０代くらいの男性に「障がい者用の切符を買いたい
のですが、手伝ってほしい」と声をかけられました。どのように買えばよいのかわからなくて、駅員さ
んに尋ねました。教えられて切符販売機に障がい者のマークがあることをはじめて知りました。彼と出
会わなければ知らないままでした。自分の使う表示しか見ていないことを思い知らされましたが、こ
れも勉強。男性をホームまで案内してやっとホッと…。
セツコ
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インフォメーション

健康レシピ

社 協 からのお 知らせ

共同募金へのご協力ありがとうございました

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１億7,891万円（一般募金
約１億7,064万円、地域歳末たすけあい募金約827万円）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配分され、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配分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。

新学期や新生活で環境が変わりやすい春、
体をいたわるスープを。

クラムチャウダー

野菜たっぷり

春・秋が旬のあさりは、
貝類の中でもうまみ成分が多く、
疲労回復や糖
の代謝に役立つといわれています。
また、
タウリンが豊富に含まれてお
り、
肝臓の働きを高める効果も期待できます。
お花見や歓送迎会などお
酒を飲む機会も多い春にはおすすめの食材。あさりの栄養素を効果的
に引き出すには、
味噌汁やスープなどの汁物がおすすめ。
野菜と一緒に
煮込むことで栄養が引き出されます。
肌寒い日にもうれしい一品です。

材料（4人分）
● あさり…400g

● ブロッコリー…1/4個 ● 牛乳…400㏄

● 人参…1/2本

●ニンニク…1片

● 玉ねぎ（中）…1/2個
●セロリ…1/2本

●ベーコン…3枚

● 小麦粉…大さじ１

● キャベツ…2枚

● サラダ油…大さじ１
● 塩…適量

● 水…200㏄

お問い合わせ 名古屋市共同募金委員会 TEL：052-911-3192

1 あさりは分量外の塩でこすり洗いし、水でよく洗います。
玉ねぎ、人参、セロリ、キャベツ、ベーコンは1㎝角に、ブ
２ロッコリーは小さい房に、
ニンニクはみじん切りにします。
3 鍋にサラダ油を引き、2のニンニクとベーコンを炒めます。
人参、セロリ、キャベツを
4 ニンニクの香りが出たら玉ねぎ、
入れ、中火で炒めます。

5 全体に火が通ったら、小麦粉を入れて炒め、水を入れます。
沸騰したらブロッコリーとあさりを入れて蓋をし、口が開いた
6 ら牛乳を入れ、
塩で味を調え、再び沸騰したら出来上がりです。

FAX：052-917-0702

©中央
共同募金会

第７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。
養成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。
（※養成研修の受講には
説明会への参加が必須となります。）
日 時 ①平成30年6月15日（金）13：30〜16：30
②平成30年6月16日（土）13：30〜16：30
※同じ内容で2回開催しますので、いずれか１日ご参加ください。
場 所 ①名古屋国際会議場1号館3階（熱田区熱田西町1-1）
②名古屋市総合社会福祉会館7階（北区清水4-17-1）
対 象 名古屋市内在住か在勤の30〜68歳（平成30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
日 時 各日100名
参加費 無料
お問い合わせ・申込先
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/

〈名古屋市社会福祉協議会・名古屋市主催〉

「忙しくてもやってみたい！ボランティア入門講座」参加者募集

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。

①⑥

⑧
D

⑤

①日がのぼっている間、ひるまの
こと
②特集で一歩を踏み出すのは
③スルメの原料は
④旬ボラを行く！で紹介したのは
フード○○○

タテのカギ
⑤心のこと
⑥リレートークで語られたのは
○○○○○○の役割
⑦まる・さんかく・○○○
⑧一定の地域を図に描いたもの

応募要項

A

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4月30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

⑦

②

正解発表

③
C

④
B
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ヨコのカギ

「ボランティアに興味がある」
「ボランティアをしたいけど、何から始めていいのかわからない」という方にお勧めの講座です。忙しい中でも
できるボランティアの心得や自分に合った活動の探し方をわかりやすくご紹介し、ボランティア活動中の方から体験談などもお伺いします。

2018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。

日 時 平成30年5月23日（水）18：30〜20：30
会 場 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）
定 員 30名（先着順）
参加費 500円

前回の答え

第６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！〜

お せ ち
⑧

こ

①

⑤

⑥

おA お つ ちC ち ょ う
い

ゅ

こ
⑦

②

し ょ う ぼ う

③

し え ん

お問い合わせ・申込先
4月11日（水）以降、電話・ＦＡＸ・Eメールまたは来館にて、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 デザインセンタービル6階 ※月曜日休み
TEL：052-228-8039 FAX：052-228-8073
E-mail：npo@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

④

し ら せB
い

「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。

日 時 平成30年6月23日（土）10：00〜16：00（9：45 受付開始）
会 場 愛知学院大学名城公園キャンパス アガルスタワー
（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
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
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