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今回の特集は、
名古屋市南区にある
「チーム8050」に
お話を伺いました。
関連記事：2・3ページ
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特集ページ

　高齢の親と、子のひきこもりや障害等のために社会とのつながりの少ない世帯は、
収入の減少、病気、介護など多様な問題を抱え、一家が孤立したり困窮するケー
スが顕在化してきており、こうした例は80代の親と50代の子の問題を意味する
「８
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問題」と呼ばれ、全国的にも問題となっています。南区では、高齢・障
害等各分野の機関が集まり「チーム8050」を結成して、分野を越えた包括的な
支援を行っているということでお話しを伺いました。

機関を越えた横断的な勉強会
　南区においても、8050世帯のような高
齢の親と障害のある子が支援を受ける場合、
親は居宅介護支援事業所のケアマネジャー
が、障害のある子は障害者基幹相談支援セ
ンターが対応するなど、対象者ごとに法律
や制度、相談に応じる機関が異なるため、
支援に携わる専門職はそれぞれ問題意識を
持っていても共有する機会が少なく、いわ
ゆる縦割りで支援がおこなわれていました。
　そこで、平成28年7月に南区北部・南部
いきいき支援センター（以下、いきいき支
援センター）、南区障害者基幹相談支援セン
ター、仕事・暮らし自立サポートセンター
金山の専門職が集まり、高齢・障害等分野
を越えた困難事例を検討する勉強会をス
タートさせました。
　「勉強会を通して、区内の支援力の向上を
していきたいというのが、最初のきっかけ
でした」と、南部いきいき支援センターの
小川さん。

ケアマネジャーへのアンケートから
　平成29年2月に区内のケアマネジャー
152名へアンケートを実施し、8050問題
を対応しているケアマネジャーは、約三分
の一に相当する53名、担当件数は約90世
帯、また、将来8050問題へ移行すると思
われるケースを担当しているケアマネジャー
は30人いることがわかり、「担当している
子や高齢者だけでなく、家族のことを包括
的に相談できる場があるといい」「専門機関
と一緒に世帯を訪問して、一緒に話ができ
るといい」といった声がありました。
　高齢・障害等の世帯全体に対する支援を
行うには、世帯が抱える複雑な問題を見え
る形で整理し、分野を越えた共通の目標を
設定する必要があるため、世帯を対象とし
た「世帯総合支援シート」を作成し、課題
の抽出・整理、支援目標の設定、支援者の
役割決めなど、分野を越えた最適な支援方
法を検討しています。
　勉強会は平成30年1月から「チーム
8050」の結成へと発展し、月に1回検討会
を開催。6月から地域ケア会議と位置付け、
区役所福祉課、保健センター保健予防課も
参加しています。
　平成30年の1年間に、チーム8050が関
わったのは16世帯。それぞれ複数の問題を
抱えていますが、共通するのは、経済的な
問題（子が親の年金で生活している）、子

ごーごー
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の疾病や障害（障害の疑いも含む）、親子
の共依存関係など。また、親は介護保険制
度があるためケアマネジャーへの相談や介
護サービスを受けられるが、子には相談相
手や支援者がいない。親が長年、子どもの
存在を隠していて介護を拒んだりすると、
その世帯が社会的に孤立してしまう。その
一方で当事者である親子は困っているとい
う自覚が低く、世帯の問題が重度化すると
いった特徴が浮かび上がってきました。

チームが実働部隊として
　こうした世帯の担当になったケアマネ
ジャーの中には、対応に悩む人もいて、ケ
アマネジャーからは、連携してチームで取
り組めると良い、役割分担をして一緒に動
いてほしいという声が多かったそうです。
　そこでチーム8050では、ケアマネジャー
と一緒にケース検討を行い、どの機関がど
のような支援を行うとよいのか検討し、そ
の結果「その世帯を一緒に訪問する、相談
機関を紹介するなど、実働部隊として具体
的に関わっています」と北部いきいき支援
センターの野呂瀬さん。チーム8050の支
援を受けたケアマネジャーからは、「1人で
悩まなくてよくなった。相談できる場所が
あってよかった」という感想が寄せられて

います。南部いきいき支援
センターの高杉さんは、「具
体的にアクションを起こせ
るケースでは、当事者や支
援者へのスピーディーな対
応を行っています。チーム
8050を始めてから対応力

が上がっている」と、活動に手応えを感じ
ています。
　チームで検討した事例を半年後に振り返
り、支援者の困りごとや地域課題を整理し、
次の支援へと役立つ仕組みを作っています。

さらに多くの問題に対応するために
　8050問題で対応に苦慮している自治体
は多いのですが、この問題に特化してチー

ムを作っているのは全国的にも珍しいそう
です。
　区役所福祉課の大橋さん
は、「チーム8050の検討会
で上がってきた個別事例の
中から南区の地域課題を見
いだし、課題への対応策を
一緒に考え、施策化してい
くために南区でこうした取り組みをしてい
ることを全体に伝えていくのも福祉課の役
割です」。南部いきいき支援センターの戸﨑
さんは、「福祉課が入ることで支援の方法
と連携先が広がった。横のつながりができ、
考え方や支援の方法が異なることに気付く
ことができた」。保健センターの稲垣さんは、

「いわゆるハイリスクの人た
ちが地域へ顔を出せるよう
になるために、保健センター
としてどういう取り組みが
必要かを考える機会をいた
だいた」と話していただき
ました。

　今後の展望として、南部いきいき支援セ
ンターの後藤さんから、「現在はケアマネ
さんや専門機関からの相談が多いが、今後
は地域住民から直接相談を受けられるよう
な体制にし、多様な問題を抱えたケースに
対応できるよう、弁護士や社会保険労務士、
精神科医などにもチームに加わってもらい
たい。そして、さらに多くの事例に取り組
んで提言を取りまとめ、名古屋市でチーム
8050のような包括的な対応ができる機関
が増えることを望みます」とお話ししてい
ただきました。

（前列右から）
南区南部いきいき支援センター　見守り支援員　小川 由加里さん
南区北部いきいき支援センター　センター長　野呂瀬 裕子さん
南区南部いきいき支援センター　主任介護支援専門員　戸﨑 孝子さん

（後列右から）
南区南部いきいき支援センター　センター長　山田 規貴さん
南区保健福祉センター保健予防課　保健師　稲垣 佐知子さん
南区保健福祉センター福祉部福祉課　主査（地域包括ケア推進担当）　大橋 加奈さん
南区南部いきいき支援センター　主事　後藤 洋平さん
南区南部いきいき支援センター　社会福祉士　高杉 光幸さん
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社協活動最前線 

　名古屋市では平成28年6月から65歳以上を対
象に、主に介護予防の普及啓発を目的とした一般
介護予防事業に取り組んでいます。その一つとし
て高齢者・共生型サロンの開設を勧めており自宅
で引きこもらず、地域でいきいきと暮らしてもらう
ことを目指しています。
　中区では、26年まで16ヶ所あったサロンが、
中区社協の尽力もあり、現在は47ヶ所に増えてい
ます。しかしサロンの参加者は圧倒的に女性が多
く、男性の参加者はわずかなため、男性は肩身が
狭く、参加しづらいという声がありました。

男性が多く集うサロン
「たちばな元気かい」と「歴史発見ふれあいサロン」

　そこで30年5月、中区在住の田中さんが「たち
ばな元気かい」を始めました。月に1回程、介護
予防運動、ウォーキング、街歩き、料理、麻雀、
歌やゲームなどを行っています。
　特に、中区の寺社を巡る「我が町知ろう街歩き」
が好評で約20名の男性が参加。「男性は外歩き
と、歴史や文化などの知識を得ることが好きです。
地元でも意外と知られていない場所があります」
と田中さん。
　そして、「歴史発見ふれあいサロン」は、高年
大学「鯱城学園」の卒業生と古文書を研究してい
た武さんが、歴史を学ぶ人の底辺を広げることを目
的に28年4月発足。博物館学芸員の郷土史家を講
師に迎え、名古屋城などへの「外出企画」も好評

です。「今後はさらに難しい古文書にも取り組みた
い」と意欲的な武さんです。
　「参加者の声を聞きながら、試行錯誤でいろい
ろな企画に取り組んでいるサロンを支援していま
す」と中区社協の稲生さん。

男性サロン「炎火会」
　一方、名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業の
「はつらつクラブ」から誕生したのが、「炎

えん

火
か

会
かい

」。
はつらつクラブに参加していた武さんとお仲間2名
が、男性だけが集まるイベントを開こうと立ち上げま
した。
　「炎火会」は26年10月より麻雀や囲碁、将棋、
料理教室、昔遊びなど、幅広い活動を行っています。
参加者が以前の経験を生かして講師になることもあ
り、「男性が活躍できる場所づくりのためにも、こう
した催しは男性に効果的です」と中区社協の野々
山さん。
　中区社協の瀬戸口さんからは、「歴史も人も中区
の財産です。その財産を最大限に活かすことができ
るようサロンの運営を支援していきたい」と話して
いただきました。

シニア男性が集う！ ～中区のおススメサロン～

社協活動最前線 Vol.37 中区社会福祉協議会
今回は

（右から）
中区社会福祉協議会　事務局次長 瀬戸口 治さん
中区社会福祉協議会　地域福祉推進スタッフ 稲生 春美さん
「たちばな元気かい」代表 田中 巌さん
「炎火会」「歴史発見ふれあいサロン」代表 武 裕幸さん
中区社会福祉協議会　地域福祉推進スタッフ 野々山 翔子さん

【
広
告
】
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ふれあい名古屋No.125リレートーク /ながら体操

37リレートーク
名古屋ライトハウス

専務理事　山
やました

下　文
ふみあき

明さん

ひまわりの風 施設長

榎
えのもと

本 博
ひろふみ

文さんへバトンタッチ
次回は

　私は、1981年に重度身体障害者授産施設に
職業指導員として入職しました。国際障害者年
でした。『ノーマライゼーション』なんてこと
ばが新しめの理念として話題になったような頃
です。もう38年になります。あの頃と比べると、
“施設から地域へ”“措置から契約へ”と福祉サー
ビスの考え方が変わっていく中で、制度も法律
もほんとうに様変わりしました。同時に支援者
として利用者の多様なニーズに応える多様な支
援技術の発展や職種別の職能の明確化、三福祉
士など資格制度の確立など、専門性の向上とそ
の担保が高い次元で求められることとなりまし
た。深刻な人材不足の中で、大変な時代になっ
てしまいました。
　昔は良かった的な言い方をするつもりはあり
ませんが、専門性が重要視されていく中で、多
くの先輩たちが創り育んできた支援の原点とも
なる“福祉マインド”が薄れてきたように感じ
ます。うまく言えなくて恐縮ですが、人に対す
る情熱であり、支援することの本当の意味であ
り、仕事のやりがいや歓びに繋がるものです。
　それは、現代のような何にでも批判しがちな
“不寛容な社会”の中でとびきり輝く考え方な
んじゃないかと思います。一人ひとりの支援者
の中に“熱い想い”は必ずあって、それが技術
や知識や情報とうまく融合できたらすばらしい
支援になることを若い職員たちと一緒に実践し
ていきたいですね。

ながら体操
仕事や家事の合間に、「椅子に
座りながら」できる体操です。

第4回 疲れ目をリフレッシュ
目の周りのツボを押して、目の疲れを改善し
ます。

目に効果のあるツボ
を押すと、血行が促
進されて目の疲れが
軽減します。
指の腹を使い、痛く
ない程度に20秒ほ
ど押します。

太
たいよう

陽～こめかみの下
の少しくぼんだ部
分。
最初は軽く、徐々に
強く押します。

睛
せいめい

明～目頭の内側、
鼻の付け根のくぼ
み。
目を閉じて押す。ま
たは、親指と人差し
指で「睛明」をつま
みます。

攅
さんちく

竹～眉頭の内側の
くぼみ。
上に向かって押し上
げるように刺激しま
す。

【
広
告
】
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ほっとはあとコーナー

● 設立から現在まで
　2016年の熊本地震発生時、言語や文化の違
いを超えた防災活動の必要性を痛感したという
江蘇省南通市出身の葛さん。持ち前の行動力で
賛同者を集め、その年のうちに TABOネット
設立にこぎつけました。外国人は「支援される」
だけではなく、「支援する」側にもなるというこ
とを大切に1年目はグループの認知度を高めるイ
ベント活動、2年目は
情報の受け手に応じた
情報伝達の仕組みを考
えるため、愛知県在住・
在勤の外国人1,000人
を対象に、言語別・世
代別の SNS 利用状況
調査を実施しました。

● 地域住民の多数派は日本人
　外国人主導で始まったTABOネットですが、
設立発起人の大半は日本人です。名古屋市の外
国人数は、約8万人であり、多文化防災活動の
成否は、日本人の関心をいかに高められるかに
かかっています。例えば、非常食をきっかけに
したお互いの国の食習慣理解と防災意識を高め

る複合イベントなどは
日本人に関心が高く、
TABOネット会員が自
身の居住地区で実践し
てみる価値があると感
じているそうです。

● 現実的な多文化防災ネットワーク
　TABOネットでは多文化防災に関する情報拡
散の要となるキーパーソン・リストを作成中です。
防災情報が多言語化され、複数言語話者のキー
パーソンがいて、防災スキル講習を重ねれば、
多文化防災意識は高まると考えています。いく
つかの言語については、日本語とその言語を話
すキーパーソンの獲得は簡単ではないと思いま
す。災害ボランティア活動もしている副代表か
らは、「顔見知り同士の外国人と日本人がペアと
なったキーパーソン・リスト作成も視野にいれ
たい」との前向きな発言もありました。

●  TABOネット3年目への期待
　日本人にとっては近所に顔見知りの外国人が
いるかどうかを振り返ることが最初のステップ。
葛さんの言うとおり、最強の情報伝達方法はご
近所同士の口コミです。SNSも顔見知りからの
送信であれば信頼しやすく、拡散意欲もわきま
す。顔と名前を知っている者同士なら何を求め、
何を困難と感じるかを思いやることもできます。
　日本で我が子を育てながら地域活動の役員ま
でこなしてきたという葛さん。その経験から学
んだことをTABOネット支援者たちと共有でき
れば、地域の日本人を巻き込んだ多文化防災ネッ
トワーク実現も早まるのではないでしょうか。

防災を切り口とした地域の多文化共生を目指して！本号のテーマ

取材先

多文化防災ネットワーク愛知・名古屋
　多文化防災ネットワーク愛知・名古屋（以下、TABOネット）
代表の葛 冬梅（かつ とうばい）さんにお話を伺いました。

多文化防災ネットワーク愛知・名古屋（TABOネット）
E-mail：saigainet.aichi.nagoya@gmail.com
ホームページ： https://saigainetaichinago.

wixsite.com/tabonet

【お問い合わせ】

SNS利用状況調査の様子

TABOネット打合せの様子

〈ほっとはあとクラブ：旅する食いしん坊 YM〉
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ボランティア・
NPOウォッチング
団体の活動内容等を紹介するコーナーです。

【団体概要・活動内容】
　活動内容は熱田区の史跡をガイドすること
です。史跡ガイドを通じて地域貢献すること
を目的として活動しています。
　創立は平成15年1月で現在の会員数は20
名です。今まで史跡ガイドは34回行いま
した。
　会員相互の親睦をはかりつつ、史跡ガイド
をするための学習会を定期的に開催していま
す。毎月第1、第3木曜日午後1時30分より
熱田生涯学習センターフクロウの部屋で勉強
会を開いています。昨年はメンバーの知識向
上のため、古都奈良で研修会を開きました。

　おすすめの主なガイドコースは、白鳥断夫山古墳コー
ス、宮の渡しコース、熱田神宮界隈コースです。そのほか、
希望に応じてコースを考えることも可能です。
　ガイドを依頼する場合は、熱田区役所地域推進室、熱
田区社会福祉協議会、熱田生涯学習センターに申し込み
ください。

【活動に参加している方の想い】
　定年を迎え、自分の住んでいる所を見渡せば知らない
事ばかり。地元を勉強するには史跡ガイドであろうと入
会しました。入会して、新しい発見と新しい友達ができ、
充実した毎日を送っています。ボランティア希望の方は
周防までご連絡ください。

熱田史跡ガイドの会

【団体概要・活動内容】
　聖霊病院には衛生材料つくりの「みどりの
会」、リハビリ送迎や案内などの「あおぞら
会」、ホスピスボランティアグループの「に
じの会」、そして、それぞれの専門性をもっ
た「その他のボランティアグループ」の合
計4つのボランティアグループが活動してい
ます。それぞれ異なった立場で患者様に寄り
添った活動をしています。

【活動に参加している方の想い・感想・メッセージ】
　ボランティアグループによって関わり方は違っても、
全ての活動が患者さまへと繋がっていきます。緊張感を
持ちながらも人と人との繋がりを大事にし、楽しく活動
しています。毎年4月には新規ボランティアの方を対象
に講座を開催しています。2019年4月22・23日に「聖
霊病院ボランティア基礎講座」。5月28日から「聖霊病
院ホスピスボランティア講座」。詳細はお問い合わせく
ださい。皆様のご参加をお待ちしています。

聖霊病院ボランティア

みどりの会による活動風景 にじの会によるホスピスで行う行事の準備

周防 有彦
〒456-0027
熱田区旗屋2-8-1　神宮苑407
TEL：090-9924-7914

【お問い合わせ】

社会福祉法人聖霊会　カトリック社会事業室
ボランティアコーディネーター　矢沢
TEL：052-832-1181（聖霊病院　代表番号）

【お問い合わせ】

ほっとはあと
コーナー

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（取材・執
筆）

による「ほっ
とはあとコー

ナー」を掲載

しています。

熱田神宮境内の西楽所前にて説明熱田神宮境内の清雪門にて説明
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●  ユースクエアとの出会い
　福祉施設で働く中で仕事にも活かせるコミュ
ニケーション技法を学びたいと思い、ユースク
エア（※）で開催されていたコミュニケーション講
座に参加したことがきっかけです。そこで参加
していた同年代のメンバーと繋がりができ、ユー
スクエアの職員の方の勧めもあって彼らと一緒
にボランティア活動を始めました。最初は職員
の方が中心となって企画した夏祭りやバルーン
アート、スイーツ作りなどに参加していました。

●やりたいこと、楽しいことを実現！
　ユースクエアでボランティア活動をしていく
うちに、様々な人との出会いがあり、ここが私
の居心地のよい場所となりました。そこで、今
度は自分たちで館内の利用者がつながる楽しい
イベントをしたいと考え、yorozuya（よろずや）
という自主活動グループを結成しました。クリ
スマスパーティーを兼ねた館内を利用する音楽
サークルの発表会や、
ランチを提供するカ
フェなどを開催した
ことで、中学生から
社会人まで様々な年
代が交流できるきっ
かけを作りました。

●ボランティアに参加してよかったこと
　① 普段出会えない様々な世代の方との出会い
がある！

　　 　活動の中で、館内利用者と顔見知りにな
り、笑顔で声をかけてくれるようになりま
した。また、一緒に活動したメンバーとは
今でもお互いに連絡をとっています。

　②仕事とは違うやりがいや楽しさがある！
　　 　休日を利用してボランティア活動をして
いるので、頑張りすぎずマイペースに参加
するようにしています。イベントに参加し
てくれた人たちの笑顔を見ると「やって良
かった」と思います。

　③ ボランティア、仕事の経験がそれぞれに活
かされる！

　　 　ボランティアで学生と関わったことで、
職場に来る実習生に対する接し方が分かる
ようになったり、ユースクエアで企画した
ことが職場のイベント作りの参考になった
りしています。

　何気なく参加した講座をきっかけに、ともに
活動したメンバー、温かく活動を支えてくれた
ユースクエアの職員の方など、多くの出会いや
楽しみがあり、このつながりが私の支えになっ
ています。これからの活動を通じて、ぜひこの
楽しく、やりがいのある活動や経験を次の世代
に託していきたいです。

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。

ボランティア・NPOらいぶきらっと

取材先

ユースクエア自主活動グループ
　　　　yorozuya（よろずや）　本

ほ ん だ

田 愛
めぐみ

さん
　今回は、北区にある名古屋市青少年交流プラザ（以下、ユースクエア）
で、館内を利用する方のつながりをつくるために、音楽イベントやラ
ンチカフェなど楽しいイベントを開催している本田愛さんにボランティ
ア活動のきっかけ、活動してよかったことなどを取材しました。

ほっとはあとコーナー

クリスマスの音楽会の様子

名古屋市青少年交流プラザ（ユースクエア）
TEL：052-991-8440　FAX：052-991-8441
E-mail：yousquare758@zm.commufa.jp　ホームページhttp:// ユースクエア.net/
※小学生から34歳までの方（青少年）が音楽・演劇・ダンスの練習や発表、さまざまなサークル活動、交流企画を行う
ことができる場を提供しています。青少年の手で施設の事業を考えて実施したり、地域社会活動に参加・参画できるよ
うなプログラムを用意したり、青少年が地域社会に貢献できるようにすることを支援する名古屋市の施設です。

【お問い合わせ】
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ふれあい名古屋No.125

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

　昭和51年4月、名古屋市手話奉仕員養成講座を
終えた人たちが、引き続き手話を学ぶために、聴
覚障害の女性たちに声をかけ集まりました。最初、
聴覚障害の女性と健聴者が、手を使うでもなく、
お喋りするでもなく黙って部屋の隅に分かれ立っ
たままでした。しかし、そのうちに打ち解け、手
話を学ぶということは、まず、聴覚障害者の背景
を知り理解することが必要と感じ、「ひまわりの
会」を立ち上げました。
　会の目的を「お互いを高めあう」とし、手話学
習の他、外部の講師を招いたり、新聞などからそ
の時々に合った学習をしています。その他、小学
校福祉体験、はつらつクラブなどへの協力、内外
の人との交流、日帰り旅行、料理、手芸なども楽
しんでいます。

　月2回の定例会では、約50名の会員を５グルー
プに分け、毎回持ち回りで、年度初めに立てた学
習計画に沿って活動しています。お昼の食事は輪
になり、おかず自慢が始まったり、相談事をした
り、賑やかさの中にも皆の心のよりどころとなっ
ています。
　会を発足して43年が経ち、名古屋の手話の歴
史は「ひまわりの会」の中にあると言われています。
ひまわりの会で学んだ人たちが、それぞれの地域
で聴覚障害者と共に手話サークルを立ち上げ、現
在では多くの人たちが手話に触れています。また、
聴覚障害者の社会参加の場も多岐に広がり、それ
に伴い、手話を学ぶ人たちには幅広い知識や技術
が求められるようになってきました。しかし、時
代がどう変わろうとも初心を忘れず、ひまわりの
花は明るく、強く、元気に咲き続けます。

　手 話第12回テーマ
手話サークルひまわりの会

（右から）代表 服部さん、山本さん

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき

　「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。行事ごと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。
　※ 平成31年度から一部補償金額や掛け金に変更がありますので、詳しくはパンフレット等をご確
認ください。

【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

なごボラヒストリー ～こうしてボランティアは生まれた！～
名古屋のボランティアの歴史・経過の一端を紹介します。

　「福祉」ってなんでしょうねぇ。「弱い人の味方になる」「弱い人を助ける」というイメージでしょうか。
人は誰でも年をとります。若い頃できていたことができなくなっていきます。誰だって人の名前がで
てこない、どこに物を置いたかわからなくなった経験はあるでしょう。そう、人は生まれたときから
だんだん年老いていくのです。
　だからこそ、「福祉」とは、「共存」であると考えます。さけては通れない「老い」と共に生きる。
お互い補いあいながら生活していくことだと考えます。例えば、身体のどこかに不自由ができた、そ
の部分に誰かが手伝う。手伝った人も、また別の誰かから力をかりることもあるでしょう。「福祉」
とは「共に生きること」。「弱い立場にある人を助けること」ではないのです。もっとわかりやすくい
うなら、「おたがいさまの心」。人と人との関係はあたたかく、まあるい関係がいいですね。
 PG大好き
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いきいきレシピ /プレゼントつきクイズ

【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2019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】
2019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。

① 地下の下水道などへ入るために地面に
あけられた縦穴

② Ｐ5「リレートーク」で紹介。名古屋
○○○○○○

③ 「彼の○○○を立てて、今回は引き下
がろう」

④ アウトドアは屋外で行う活動。室内で
行うのは？

ヨコのカギ　⇨
⑤ Ｐ5「ながら体操」で、目頭の内側の
ツボの名称

⑥ 羊の肉
⑦ アメリカ・ニューヨーク市の中心街。
島の名前でもある

⑧  Ｐ8で紹介。「○○○○○○自主活動グ
ループ」

タテのカギ　⇩

前回の答え

プレゼントつきクイズ

からだに優しい

いきいきレシピ

アサリと野菜のアヒージョ
春の味満載のタパス

　アサリの旬は春。アスパラガスやトマトなどの春野菜と一緒に、
ニンニクオイルで煮込むアヒージョにしてみましょう。アサリにはビ
タミンB12やタウリン、ミネラルなど多くの栄養素が含まれ、疲労
回復や貧血予防、肝機能修復などが期待できます。
　オイルには具材のうまみや栄養素が溶け込んでいるので、バゲッ
トなどのパンを付けても。

②→

⑤↓

⑧↓⑦↓

E

C

B

A

D

①→
⑥↓

③→

④→

②

③

④

①

⑨

⑦

⑧

⑥

⑤

C

E

A

B

D

な

が ん た ん

か

ずも

い

す と つ く や ー

ち

えかり

す

ふ

り

ど

みば

び

1 アサリは砂出しをして、よく殻を洗い、水気をふいておく。
ニンニクは薄切り、赤唐辛子は半分に折って種を出す。

2
シメジは石づきを取り、小房に分ける。ミニアスパラガス（細
いので下茹では不要）は5cm 程度の長さに切る。ミニト
マトはへたを取る。

3 直火対応の小さな鍋（スキレットでも）にオリーブオイル、
ニンニク、赤唐辛子を入れて弱火にかける。

4
油がふつふつとしてきたら、アサリと野菜、塩を入れて、
中火にする。貝の口が開き、野菜に火が通ったら完成。
※小さなフライパンで作って器に移しても。

か が み も ち

● アサリ　10個
● シメジ　1/3パック
● ミニアスパラガス　2本
● ミニトマト　4個

材料（2人分）
● 赤唐辛子　1本
● ニンニク　1片
● 塩　小さじ1/2
● オリーブオイル　100cc

クロスワードを解いて、色枠に入った文字をA～ E
の順に並べると、何という言葉になるでしょう。

【
広
告
】

広告主募集

マスコットキャラクター　な～や

1枠：縦6cm×横8cm

問い合わせ・申し込みは
地域福祉推進部へ
TEL 052-911-3193
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ふれあい名古屋No.125インフォメーション

社協からのお知らせ

“ふれあい・いきいきサロン何でも相談所”へお気軽にご相談ください

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
ホームページ：https://www.nagoya-shakyo.jp/houjin/salon.html

検索 名古屋市　ふれあい・いきいきサロン

お問い合わせ

　誰もが身近な場所に集まって気軽に楽しく、ふれあいを深め
交流する場“ふれあい・いきいきサロン”が名古屋市内に1,821
カ所あり、サロンが広がりをみせています。
　サロンに「参加したい♪」「協力したい♪」、サロンを「開設
したい！」「続けたい！」など困りごとや悩みごとなどがあり
ましたら、小さなことでもお近くの社会福祉協議会へご相談く
ださい。詳しくは本会ウェブサイトをご覧ください。
●市内サロン設置・把握数（平成30年12月末現在）
共生型 高齢者 障がい者 子育て 合計
421 976 16 408 1,821

共同募金へのご協力ありがとうございました

名古屋市共同募金委員会
TEL：052-911-3192　FAX：052-917-0702

お問い合わせ

　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1億6,043万円（一般募金1億5,204万円、地域歳末たすけあい募金約839万円）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てい
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。

＜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

4月11日（木）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 メール：npo@shiminkeizai.city.nagoya.lg.jp

お問い合わせ
申し込み先

　「ボランティアに興味がある」「ボランティアをしたいけ
ど、何から始めていいかわからない」という方にお勧めの
講座です。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。

日　時　2019年5月25日（土）　14:00～16:00
会　場　名古屋市市民活動推進センター　集会室
　　　　（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
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ご寄託ありがとうございました

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会
〒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。
　広報紙「ふれあい名古屋No.125」　発行日： 平成31年4月1日
　発行部数： 12,000部
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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）

ご寄付・ご寄託・賛助会員のご紹介

　 “さまざまの　こと思ひ出す　桜かな”　芭蕉の名句ですが、桜ほど悲喜交々の時の流れを感じさ
せる花はありません。この春「平成」最後の桜にも人それぞれの時代の思いが託されるのかもしれま
せん。福祉の世界でも、平成は、8法改正に始まり構造改革を経て、今や「地域共生」の花盛りです。
背景にある人口減少や財政難を考えると花冷えの感もありますが、地域の人々の助け合いの心の暖か
さにこそ寒い冬を越えた春陽を感じたいものです。

名古屋市社会福祉協議会事務局長　立松 博

じむきょくちょうのつぶやき

使用済切手・書き損じはがき・使用済テレホンカードなど 平成30年12月1日～平成31年2月28日受付分（敬称略）

瑞穂区役所民生子ども課 / 北区役所民生子ども課 / 国際ソロプチミスト名古屋一中 / 愛知時計電機株式会社 / 高
年大学鯱城学園社会参加委員会 / 田村 富士雄 / ハリキッテ友の会 / 北区消費者クラブ / 道徳学区地域福祉推進
協議会 / 戸田川グリーンヴィレッジ / 森上 昌子 / 地域ボランティアグループかがやき / 瑞穂鯱城会ボランティア委
員会 / 西城 直人 / 若森コンサルタンツ株式会社 / 港北幼稚園 / 葵会 林恵 / めばえ保育園ふたばの会 / 蔦井株式
会社 / 中川区手をつなぐ育成会 / 暮らしと行政に憲法を生かす運動の会 / 老人クラブ寄鷺会 / 長井 隆弘 / 東・北・
昭和・瑞穂・中川・港・南・守山・緑・名東・天白区社会福祉協議会受付分 / シルバー人材センター / とだがわこ
どもランド / 在宅福祉部 / 匿名5件

団体名 活用方法
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
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
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

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。

ご寄付ありがとうございました

福祉基金への寄付 
平成30年12月1日～平成31年2月28日受付分（敬称略、順不同）
平成30年度名古屋市公立保育園退職園長 / 福島工業株式会
社 中部支社 / 区社協正副会長福祉セミナー（募金箱） / 名古
屋みなとロータリークラブ / 愉快な仲間たち / 真如苑 / 中村 
敦子 / ダイドー株式会社 / 杉山 勝 / 後藤 茂 / 名古屋市一般
廃棄物事業協同組合 / 国際製菓技術専門学校 / 有限会社三
洋サービス / 子ども食堂フォーラム（イベント募金箱） / 街頭
募金（2/23 in 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19件
市社会福祉協議会への寄付 
平成30年12月1日～平成31年2月28日受付分
匿名2件
なごや・よりどころサポート基金への寄付 
平成30年4月1日～平成31年2月28日受付分（敬称略、順不同）
PSM協力会 / 名古屋中ロータリークラブ / 長尾 良子 / 青木 
國雄 / 匿名7件

平成29年度・平成30年度会員（平成31年2月28日現在）
（敬称略、順不同）

小池 博美 / 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 / 北村 泰
幸 / 仁木 雅子 / 鈴木 加代子 / 株式会社せがわ
住機 / 渡辺 賢次 / 木村 剛 / 一般社団法人空き
家サービス / 三谷 洋一 / 株式会社マルワ / 株式
会社プラス / 鷲見 修 / タック株式会社 / 株式会
社シーアイエス / 冨田 哲生 / 古田 芳子 / TIS 株
式会社 エンタープライズソリューション第2部 / 
中部負荷試験サービス株式会社 / 株式会社サン
エネック / デュプロ販売株式会社 / 野田 聡 / 鈴
木 哲也 / 岡田 廣司 / 菊池 新悟 / 株式会社クレ
シャス / 匿名9件

市社協サポーター（賛助会員）のご紹介
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