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今回の特集は、
名古屋市港区の

「地域福祉活動計画
作業部会」にて

お話を伺いました。
関連記事：2・3ページ

【特集】福祉クローズアップ

～世代や国籍を超えて多様性を認め合い、一人ひとりが輝く地域共生社会を目指して～
「第４次港区地域福祉活動計画」の策定



特集ページ

　少子高齢化や人口減少、単身化など、社会構造の変化にともない、地域におけ
る福祉ニーズも多様化・複合化が進んでいます。名古屋市では、誰もが安心して
暮らせるまちづくりを目指して、各区で平成１６年度から地域福祉活動計画（計
画期間：５か年）を策定・推進しており、平成３０年度に約１年かけて「第４次
港区地域福祉活動計画」を策定しました。
　中でも、今回は、高齢者や障がい者、子ども、国籍にとらわれず、世代や立場
を超えて地域で学び、交流し、活躍できる場づくりや、多様な主体が連携して複
合的な課題を解決する仕組みづくりを目指す港区の地域福祉活動計画作業部会に
お伺いし、各グループの代表者の方々にお話を聞きました。

■幅広い分野の人々が参加
　港区では、地域福祉活動計画（以下、活
動計画という）を策定するため、地域住民
や福祉関係者、専門職をはじめ、外国籍
の方など様々な当事者の立場の方々が35
名参加し、話し合いを進めてきました。
　委員の皆さんは「地域のために何かした
い」という思いを持った方ばかりで、ペルー
出身の玉城さんは「言葉や文化の違いで
外国人が誤解されているこ
ともあり、双方の文化を伝
え合うことが必要。外国人
も地域の力になれることも
伝えたい」と考え、参加し
たそうです。

■当事者の声から新たな気づき
　港区ではまず、「高齢者」「子ども」「障
がい」「多様性」の４つのテーマごとに当
事者やその分野の専門職からこれまでの体
験や課題についてお話をしてもらいまし
た。その後、小グループに分かれて各委
員が感じていることやどんなことができ
るといいのかなど率直に意見を出し合い、
それぞれの思いを共有するところからス
タート。
　 副 部 会 長 の 前 田 さ ん は

「様々な立場の人の話を聞
くことでその人の気持ちを
知ることができ、自分の中
の多様性が広がった」と話
され、塚本さんも「支える
人、支えられる人ではなく、それぞれが輝
けること、やれることがあると学ばせて
もらった」とのこと。当事者の声から新
たな気づきが生まれ、これまで他人事だっ
たことが“我が事”となり、分野を超え
た連携により解決しようとする“丸ごと”
の計画づくりが動き出したそうです。
　また、事務局が円卓会議の方法を取り
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作業部会の円卓会議の様子
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入れるなど毎回委員一人ひ
とりが自由闊達に意見交換
できるように会議を工夫し
たことで、宮﨑さんは「社
協の本気度が伝わり、本気
で意見を交わした。毎回ド
キドキしたがとても楽しかった」、前田さ
んは「事務局のリードもあって、私たち
は率直な意見を発言できた。和気藹々と
した雰囲気も生まれ、楽しく話し合えた」
といいます。

■活動計画の基本理念と４つの柱
　作業部会での話し合いを通じて、“どん
な港区にしたいか”、それぞれの立場から
意見を交わし、委員一人ひとりの想いが
詰まった基本理念「つながり・学び・支
え合い・輝く－私にできること ワタシが
創るみなと－」が完成。この基本理念を
実現するため、４つの柱（下図）が連携
しながら計画を実行し、共通課題として
挙げられた「孤立防止」や「防災」にも
取り組まれていくそうです。

（共通項目）「孤立防止」「防災」

計画期間　令和元年度～令和5年度

知り合ってミーナ
（つながり・交流）
孤立しがちな人が地
域住民の方々と知り合
い、交流するきっか
けづくりなどを目指し
ます。

知り合ってミーナ
（つながり・交流）

輝いてミーナ
（活躍の場づくり）
支えられる立場の人も
自分の強みを活かして
輝ける機会づくりなど
に取り組みます。

輝いてミーナ
（活躍の場づくり）

学び合ってミーナ
（風土づくり）
生活学習や福祉教室、
日本語教室などを通
して、理解し合える環
境づくりなどを推進し
ます。

学び合ってミーナ
（風土づくり）

解決してミーナ
（生活課題の解決）
住民と専門職が連携
し、複合的な生活課
題を検討し解決に導
く仕組みづくりを目
指します。

解決してミーナ
（生活課題の解決）

■それぞれが想い描く５年後の港区
　最後に、活動計画に対す
る思いと港区の５年後の姿
について伺いました。
　塚本さんは「わざわざ遠
いところへ行かなくても近
くで相談できる場所を増や
したい。ひとりぼっちのさみしい人がい
ない港区にしたい」
　玉城さんは「外国人や高齢者、障がい
者に関係なく、一人ひとりができること
を活かし合ってハッピーになるような地
域をつくるのが目標です」
　宮﨑さんは「一人で悩まないでどこかに
つながる港区を目指したい。どこにもつな
がらない人を見つけ、寄り添いつなげてい
くためには“本気”がキーワード。地域に
どう働きかけるのかが今後の課題です」
　前田さんは「人間として互いの違いを個
性として受け入れ、困っている人がいれば
お互いに手を差し伸べることが普通の社
会にしたい」と、それぞれの熱い想いを語っ
ていただきました。
　また、事務局である野々
部さんからも「これからの
５年間も委員のみなさんと
同じくらい熱い想いを持っ
て、策定時と同様に住民、
専門職そして職員も一緒に
なって、みんなで考えた基本理念に近づ
いていきたい」と今後の抱負を話してい
ただきました。

（左から）
社会福祉法人華陽会サービスネットワーク南陽施設長　宮㟢 忠芳さん
福田民生委員児童委員協議会会長　前田 勝久さん
多文化ソーシャルワーカー　玉城 エリカさん
みなと医療生協／笑顔いっぱい食堂／成章サロン　塚本 紀子さん
名古屋市港区社会福祉協議会主事　野々部 一範さん

計画理念 つながり・学び・支え合い・輝く
―私にできること ワタシが創るみなと―

3



瑞
穂
区
社
会
福
祉
協
議
会

社協活動最前線・

デイサービスのフロアをサロンの会場に
　瑞穂区高田学区の中心部に位置する「サロンオ
アシス」は平成２７年１１月に開設されました。
　会場のオアシスセンター（以下、センター）は、
高齢者のデイサービス施設。会場となったきっか
けは、学区内のサロンの開設に携わってきた高田
民生委員児童委員協議会会長の大澤さんが「セン
ターは学区の中心にあり、立地条件がすごくいい」
と思っていたところ、センターから休業日の日曜に
デイサービスのフロアを無料で開放していただけ
ると提案していただいたことでした。
　大澤さんが信頼を寄せる民生委員の小無田さん
がサロン代表となり、月２回のサロンには25～30
名が参加され、手芸や麻雀、おしゃべりに花を咲
かせて、自由に過ごしています。
　また、サロンまで歩いて来られない方も参加で
きるように、社協の奥坂さんがオアシスセンター
の送迎車をサロンの送迎に利用させてもらえない
か提案。区社協の「おでかけ応援ボランティア事
業」と提携し、平成30年11月から送迎サービス
を開始しました。あらかじめ集合時間や場所、人
数の連絡を受け、毎回2～7人の参加者を車で迎
えに行きます。
　ボランティア・施設・社協が連携して行うサロン
の送迎は市内でも初めての取り組みで、送迎を利
用した人からは、「自分で通えなくても送迎がある

のでここへ来て楽しむことができる」と大変好評
です。

地域で活動したり相談ができる場所へ
　センターの三浦さんは「サロンなど様々な機会
を通じてセンターを地域の方に知って頂く事は大変
有意義です。デイサービスは要介護状態にならな
いと利用できないと思われがちですが、健康維持・
介護予防期に対応する運動型通所や予防専門型通
所も事業展開しており、サロンをきっかけにご利用
頂いたりボランティアに参加される方もいらっしゃ
います。これからも地域の方にとって必要な存在
でありたい」とのことです。
　また、サロンでは参加者からさまざまな相談を受
けることもあり、内容に応じて社協がサポートして
います。「サロンオアシスが地域の駆け込み寺とし
て認識してもらえたら」と奥坂さん。
　サロン代表の小無田さんから、「参加者さんの
笑顔を見られるのが何よりも楽しみ。今後もさら
に参加者を増やしていきたい」と今後の抱負を
話していただきました。

～サロンまで歩いて来られない方も気軽に参加できる～「サロンオアシス」

社協活動最前線 Vol.38 瑞穂区社会福祉協議会
今回は

（左から）
オアシスセンター管理者　社会福祉士・介護支援専門員 三浦 淳さん
サロンオアシス代表・高田民生委員児童委員協議会 小無田 弘美さん
高田民生委員児童委員協議会会長 大澤 穆子さん
瑞穂区社会福祉協議会　地域福祉推進スタッフ 奥坂 紗代さん送迎車から会場へ向かう「サロンオアシス」利用者

【
広
告
】
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ふれあい名古屋No.126リレートーク /ながら体操

38リレートーク
ひまわりの風

施設長　榎
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崎 靖
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さんへバトンタッチ
次回は

　私は平成11（1999）年、名東区に新設され
た知的障害者入所更生施設（現、障害者支援施
設）の指導員（現、支援員）として障害福祉に
携わるようになりました。障害児教育分野での
経験しかなく、福祉制度の違いに悩むことの連
続でした。
　障害者支援施設は、生活支援だけではなく、
施設入所者の地域生活への移行支援として、グ
ループホームや自宅等で暮らすための支援を
行ってきました。平成15年、国は「入所施設は、
地域の実情を踏まえて、真に必要なものに限定
する。」と方針を示し、施設の役割は終了した
かのような印象を与えました。現行福祉計画で
は、地域での生活支援を拠点化することで、施
設に入所しなくても地域で暮らせるシステムを
示しましたが、普遍化には時間がかかりそうで
す。
　施設を運営する施設長には、「入所施設は必
要ない」と考える方、「入所施設は必要だ」と
考える方がいます。私は、当事者にとって、施
設での暮らしより、自宅での暮らしを希望され
る場合、意思に沿った支援をすべきであると考
えます。また、家族の高齢化により、家族支援
の限界を未然に防ぐため、施設を利用すること
も必要であると考えます。つまり、どちらに視
点を置くかで、要・不要が決まってしまう社会
背景を整理していくことが、共生社会実現への
近道ではないかと思います。

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5回 太ももを引き締める
内転筋を鍛えて、骨盤を安定させましょう。

内転筋は、太ももの
内側にある筋肉で
す。内転筋が衰える
と骨盤が歪み、足が
太 く な っ た り、 膝
痛、腰痛、便秘など
の原因になります。

椅子に姿勢よく座り 
ます。膝と足首をくっ 
付け、足先は正面に
向けておきます。
このとき膝が離れて
しまうのは、内転筋
が足りないせいです。

膝の間にタオルや手
帳などをはさみ、落
とさないように内転
筋に力を入れます。
30秒キープして10
秒休憩を3セット繰
り返します。

3が簡単な場合、両
足を床から離した
り、電話帳やペット
ボトルなど重いもの
をはさむと、さらに
効果的です。

【
広
告
】

5



ほっとはあとコーナー

●突然の出来事
　5年ほど前に、お母様が脳出血で右半身麻痺
になり、介護と2人の娘さんの育児に追われる
ようになった杉山さん。予期せぬ事態で「育児」
と「介護」に関わる時間帯が
重なり、両方にちゃんと向き
合いたくても、満足のいくよ
うに関われないことに不安を
感じていました。そんな時、
同じような悩みを抱える方と
話ができる場がないかイン
ターネットで調べ、初めて自
身が「ダブルケア」の状態だ
と気づいたそうです。

●団体発足のきっかけ
　横浜でダブルケア支援をしている団体に「名古
屋でもダブルケアの集いはありませんか？」と相
談したところ、「名古屋ではまだないと思います」
と回答をいただき、ないなら作るしかない！とい
う思いで団体を立ち上げました。そうこうしてい
るうちに横浜の団体の理事の方に、福祉の専門職
の方、名古屋学院大学の澤田先生と繋げていただ

き、良き仲間
を得て、団体
の活動が動き
出しました。

●おしゃべりカフェ
　団体の活動として、ダブルケアをしている方
や経験のある方、支える専門職の方などが集ま
るおしゃべりカフェを2019年5月から2か月に
1回市内で開催しています。カフェでは、自分
の現状や本音を気軽に話したり、楽しみながら
リフレッシュできるレクリエーションも用意し
ているそうです。
　カフェについてホームページやツイッター、
チラシの配布（いきいき支援センター、児童館
など）で広報していく中で、支援者の方や市外
の当事者の方からもカフェへの参加希望の連絡
があったそうです。自身と同じように悩んで一
生懸命生活している人や支えてくれる人たちと
つながれることに、ほっとしたと同時に元気も
いただいた杉山さん。「私自身、突然ダブルケア
の状態になりましたが、誰でも予期せぬ事態で、
もしかしたら近い将来ダブルケアになるかもし
れません。そんなもしもの時のために、専門機
関の支援内容を知ったり、様々な人とつながる
事前の『ケア活』が大切です。不安なことは1
人で抱え込まず、カフェの仲間とつながって、
協力して楽しく乗り越えていきたいです」と温
かな笑顔で語る杉山さんにエールを送ります。

取材先

ダブルケアパートナー
　育児と介護が同時期に重なる状態（「ダブルケア」）の人たちや
それを支える支援者が集まる場所を名古屋で初めてつくろうと「ダ
ブルケアパートナー」という団体が2018年11月に発足しました。
今回は、団体代表の杉山仁美さんにお話を伺いました。

ダブルケアパートナー
TEL：090-4795-0816（杉山）
E-mail:wcarepartner@yahoo.co.jp
ホームページ：http://wcarepartner.com/

【お問い合わせ】

お母様と2人の娘さんに寄り
添う杉山さん

ダブルケアパートナーの皆さん

おしゃべりカフェの様子

名古屋初！「ダブルケアパートナー」発足！
 ～よりよい「育児」と「介護」のために～

本号のテーマ
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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】
　主に愛知県内で活動する難病患者会の連合
会です。ピアサポーター養成講座開催に力を
入れています。「ピアサポートとは何かをも
う一度理解しよう」「相談者から安心と信頼
を得られる『傾聴』など、ピアサポートの実
践的知識」「難病患者の相談に応じるための
社会保障」などをテーマに県内の先生方にご
協力いただき、9月から12月に開催します。
（詳細はＨＰ参照ください）

【活動に参加している方の想い・感想・メッセージ】
・�様々な年代の、多様な活動をされている方と、学びのテー
ブルにつけて勉強になりました。
・�参加者との交流もあり、とても分かりやすく楽しく受
講することが出来ました。
・�講座に参加する事で、考える時間をもち、少しずつで
も理解を深めていけたら良いなと思います。
・県内最高の講師陣ですね。
・ピアサポーターとして活動したい。

NPO法人愛知県難病団体連合会

【団体概要・活動内容】
　「地域の応援団ボランティアグループ」は、生活
の中のちょっとした困りごとや不便に感じること
のお手伝いをして、住み慣れた地域での暮らしを
応援することを目的とした、中川区にある生活支
援のボランティアグループです。部屋の片づけ、
掃除、粗大ごみの搬出、庭の草刈り、家具の移動、
散歩の付添い等の活動実績があり、現在13名で活
動中です。毎月第３木曜日に定例会を行い、活動
報告や依頼の検討をしています。

【活動に参加している方の思い】
　依頼があった作業をするだけではなく、依頼者の
今後の生活がより良くなるように、気づいたことの
声掛けや適切な相談先をお伝えするように心がけて
いて、お互いが充実感を得られるようなボランティ
ア活動にしたいと思っています。どこまで手助けを
してよいのか判断に迷う場面もありますが、メンバー
がそれぞれの得意なことを生かし、力を合わせて活
動しています。ご興味のある方はぜひ定例会の見学
にお越しください。

地域の応援団ボランティアグループ（中川区）

家具の移動 エアコンフィルターの掃除

牛田 正美
〒453-0041
中村区本陣通5-6-1
　　地域資源長屋なかむら101
TEL：052-485-6655
FAX：052-485-6656
E-Mail: ainanren@true.ocn.ne.jp
HP：http://www.ainanren.org/

【お問い合わせ】

中川区社会福祉協議会（担当：鈴木）
中川区小城町1-1-20
TEL：052-352-8257
FAX：052-352-3825
E-mail: nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp
HP：http://nakagawashakyo.jp/

【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。

講座受講者が活躍（難病セミナー）稀少難病の日
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●街角資料館を拠点に
　学生たちによるプロジェクトは今年5年目を
迎え、現在学生10名で活動しています。活動拠
点は店舗２階にある私設『街角資料館』。館内に
は地域の人たちから寄せられた昔懐かしい展示
物が並び、展示物のレイアウトも笑顔届け隊の
メンバーで考えました。

●思いをつなぐ
　“ 子どもたちがまちの歴史を自ら学び、まち
の将来を担う人に育つきっかけをつくる ”、こ
れが初代チームから受け継いできた活動方針で
す。公的助成金によって
資料館見学者をサポート
するセルフガイドシステ
ムも作りました。地域の
歴史に目を向けてもらお
うと『まち歩きイベント』
や、「鬼まんじゅう」作り
などの『子ども向けイベ
ント』で街角資料館と笑
顔届け隊の認知度を上げ
る工夫も重ねてきました。

●誰もが多忙だからこそ
　連携開始5年目の今年は、これまで以上に商
店街の皆さんとの協働を意識した活動にしてい
きたいと言う学生リーダー北川さん。授業の合
間をぬって駆けつける学生ボランティアも、仕
事をしながら活動に加わる商店主さんも多忙で
あることは同じ。誰もが忙しいからこそ、どん
なイベントであれば、参加したくなるかをター
ゲットの子どもたちなどに直接聞き取る工夫も

大切になります。お互いの強み（学生ボランティ
アは新鮮なアイデアや情報拡散スキルを、商店
主さんは地域とのつながり）を活かし協働して
います。

●連携はだれのために
　この資料館の出発点には商店街で生きてきた
方の熱い思いがあります。笑顔届け隊がまちの
人たちと共に取り組むまちづくりは、町史の新
しい頁に『平成から令和にかけ、私たちのまち
の記憶継承に力を貸してくれた若者たちがいた』
と記録されるでしょう。
　助成金やイベント企画経験から学ぶことは大
きいと言う学生たち。ふるさとの歴史を残そう
と立ち上がり、私設博物館まで作りあげたこの
まちの心意気から学べることはもっと大きいは
ず。“記憶は消える、記録は生きる”、商店街ウェ
ブサイトには街
角資料館への思
いがこんな言い
方で記されてい
ます。記録はま
ちのためにこそ
生かされなくて
はなりませんね。

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

笑顔届け隊・街角資料館プロジェクト
 愛知学院大学3年　北川さん、2年　中村さん
　各地で若い力を活かしたまちづくりが進む中、西区・弁天通
商店街を応援する愛知学院大学のボランティアチーム「笑顔届
け隊・街角資料館プロジェクト」に関わる北川さん、中村さん
に活動への想いを取材しました。

ほっとはあとコーナー

〈インタビュアー：旅する食いしん坊 YM〉

（左から）西脇さん（地域連携センター）・
北川さん・中村さん・沢井さん（弁天通
商店街振興組合）

鬼まんじゅう作りイベントの様子

夏祭りイベントの様子

愛知学院大学名城公園キャンパス地域連携センター
TEL：052-911-1011
FAX：052-325-2102
ホームページ :：https://chiiki-renkei.agu.ac.jp/

【お問い合わせ】
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ふれあい名古屋No.126

●互いの育ちあいを目指して
　1978年、名古屋市女性会館が開館するにあ
たって、「子育て中でも学びたい、子育て中だか
らこそ学びたい」という親の学習権保障のため、
専用託児室が設置されました。
　同時に、託児ボランティア養成講座修了者によ
り、託児の会「たんぽぽ」が結成され、女性会館
施設ボランティアとして、託児活動に携わること
になりました。託児の会「たんぽぽ」は、ただ、
親の学習権保障のために子どもを預かるだけでな
く、託児の中での豊かな経験を通して子どもの成
長をめざし、さらに、託児ボランティア自身の成
長もめざす「三者（親・子ども・託児ボランティア）
の育ち合い」を目的として、子どもの視点、親と
のかかわり等を大切に、託児活動を行っています。

●託児活動から社会提言へ
　男女平等参画推進センターが女性会館に移転
し、運営を一体化し、指定管理制度が導入された
2014年度以降も、その目的は変わらず託児活動
を継続し、2018年度40周年を迎えました。
　また、託児の会「たんぽぽ」の託児活動は社会
全体としての子育ち・子育てを考える活動でもあ
ります。活動する中で見えてきた子育ち・子育て
の問題の解決や男女共同参画社会づくり等をめざ
して、その時代の社会状況を見据え、子どもの思
いや親の思いに寄り添い、イーブルなごや（名古
屋市�男女平等参画推進センター・女性会館）主
催講座に反映させる等、社会に提言していくこと
も、託児活動の大きな役割と考えています。

　託 児第13回テーマ
託児の会「たんぽぽ」

（左から）渡辺さん、横山さん、本間さん

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。

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき

　去年国際ボランティアフェスティバルに参加しました。きっかけは知り合いに勧められたのと、子
どもと遊ぶボランティアに興味があったからです。内容は主に児童養護施設の子どもたちを対象に団
体ごとにゲームを手作りで行い、私は受付＆説明係を担当しました。そこでいろいろな人たちと出会い、
ボランティアを続けることのやりがいや達成感を教えてもらいました。�
ボランティアを通して人と関わる大切さに気付いたので、これからも様々な人たちとの出会いを経験
として今後に繋げていきたいです。� h.s. ペンギン

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

 
～名古屋のボランティア情報サイトを紹介！～

◆ボランティア豆知識⑩

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インターネットで
検索できます。ぜひ自分に合ったボランティアを探してみましょう。
●なごやボラねっと（http://www.mimiline.jp/nagoya_svc/）
　市内の社会福祉協議会に登録しているボランティア団体の情報が検索できます。
●なごや★ぼらんぽナビ（http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/）
　市内のNPO・ボランティア団体の情報や講座、イベント開催情報も随時更新。
●みみライン（http://www.mimiline.jp/）
　�名古屋を中心とした地域のボランティア団体、NPOから寄せられたボランティア求人情報やイベ
ント情報を見ることができます。
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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7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】
2019年10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 人には知られていない最も効果的な方
法。とっておきの手段。

② ヒキガエルの俗称。「蝦蟇」
③ 天然の池沼や人口の池などに魚を放し、 

料金を取って釣らせる所。
④ ｐ8「ボランティア・NPOらいぶ」で紹介。
 笑顔届け隊・○○○○資料館プロジェ

クト

ヨコのカギ　⇨
⑤ ｐ5「リレートーク」で紹介。○○○○の風。
⑥ ｐ6「旬ボラを行く！」で紹介。育児と

介護が同時期に重なる状態。ダブル○○。
⑦ ｐ2-3特集「港区地域福祉活動計画」の
 4つの柱の1つ「知り合ってミーナ（○

○○○・交流）」
⑧牧夫や牧童のうたう歌。田園での生活

を主題とする詩歌、楽曲。

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

アジのサラダ南蛮漬け
たっぷりの夏野菜で疲労回復にも

　アジの旬は5～7月。タンパク質が豊富な青魚で、血栓を防いだ
り脳の働きが良くなると言われます。このアジをカリッと揚げて、
色鮮やかな夏野菜と合わせましょう。南蛮酢の酸味で、さっぱりと
サラダ感覚でいただけます。
　今回使用した野菜は、ビタミンやカロテン、カリウムなどが豊富で、
疲労回復、肌荒れ防止、呼吸器系統を守るなどの効能があります。

②→

⑤↓
⑦↓

⑧↓

E

C

B

A

D

①→ ⑥↓

③→

④→

1 バットかボールに漬け汁の材料を入れて混ぜ合わせる。

2 タマネギは薄切り、ゴーヤーは種を取り千切りにする。
パプリカ、オクラ、ミョウガも千切りにする。

3 アジは3枚におろして一口大に切る。小麦粉をまぶして、
中温の油でカリッとするまで揚げる。

4 3を1の漬け汁に浸け、2の野菜も加える。冷蔵庫で1時
間ほど冷やしてもおいしい。

● アジ　2匹
● タマネギ　1/4個
● パプリカ（赤、黄） 
　　　　　各1/4個
● ゴーヤー　5㎝

材料（2人分）
● オクラ　2本
● ミョウガ　1本

● 小麦粉　少々
● 揚げ油　適量

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。

漬け汁（南蛮酢）
● 酢　大さじ3
● しょうゆ　大さじ2
● 砂糖　大さじ2
● だし汁　100cc

②→

⑤↓

⑧↓⑦↓

E

C

B

A

D

①→
⑥↓

③→

④→

ら い と は

ん
ま

せ

め
い

い

た

う

え

ど

ん つ

ん

ま

あ

ほ る

く

す

ゆ
ー

ら ん ど せ る

【
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.126インフォメーション

社協からのお知らせ

市社協サポーター（賛助会員）を募集しています

名古屋市社会福祉協議会 総務部
TEL：052-911-3192　FAX：052-913-8553　E-mail：nagoyaVC@nagoya-shakyo.or.jp

お問い合わせ

名古屋市社会福祉協議会では、「誰もが安心して笑顔で暮らす福祉のまち名古屋」の実現を目指して活動しており、 
その趣旨や活動にご賛同いただける会員『市社協サポーター（賛助会員）』を募集しております。
いただいた賛助会費は、本会の広報・啓発事業など、運営経費として活用いたします。
詳しくは本会ホームページのトップページ「寄付のお願い」をご覧ください。

名古屋市鯱城学園「第134回公開講座」及び
「納涼健康講座」を開催します！

名古屋市鯱城学園　TEL：052-222-7521お問い合わせ先

名古屋市鯱城学園では、市民の方々に学びの場を提供し、幅広い知識や教養を深めていただくために、下記の講座
を開催します。お時間のある方は、ぜひご参加ください。

①メール・電話・ファックスのいずれかで、以下の内容をご連絡ください。
　・氏名（法人・団体の名称）
　　※法人・団体については、担当部署名及び担当者氏名も併せてお知らせください。
　・住所（法人・団体については、担当部署の住所）
　・連絡先（電話番号・FAX・メールアドレス等）
② ご連絡いただきましたら、申込書・振込用紙をお送りします。
　必要事項をご記入のうえご提出いただくとともに、賛助会費をお振込ください。
　※お送りする振込用紙をお使いいただくと、振込手数料は無料です。
③振込確認後、領収書等をお送りいたします。
　※確定申告により、所得税や法人税の優遇措置を受けられます。
　※市内在住の方は、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
④本会ホームページ及び広報紙「ふれあい名古屋」に法人・団体名、ご芳名を公表（非公表も可）いたします。
⑤広報紙「ふれあい名古屋」や本会のイベント情報等を定期的にお送りします。

賛助会費（年額）
個人1口 2,000円　法人・団体1口 10,000円

■第134回公開講座
講座名： 「本当のことを話して必ずくる震災をのりこえよう」
講　師：名古屋大学減災連携研究センター長　福和　伸夫
日　時：令和元年7月18日（木）10時から11時半まで
場　所：伏見ライフプラザ5階鯱城ホール
　　　　名古屋市中区栄1丁目23番13号

アクセス： 地下鉄伏見駅6番出
口より南へ徒歩7分

　　　　 地下鉄大須観音駅
4番出口より北へ徒
歩7分

その他： 定員750名　 
申込不要（無料）

　　　　 当日、直接会場までお越しください。
■納涼健康講座

日　　程 肩　　　書 テーマ

第1回 7/24（水）（株）ヤクルト本社　広報室副参事
太田　俊久

腸内細菌とプルバイオティクス
－健康のキーワード－

第2回 7/25（木） 国立長寿医療研究センター
予防老年学研究部　特別研究員　中窪　翔 運動による認知症予防～コグニサイズのススメ～

第3回 7/26（金） ノスタルジーナ ピアノトリオ
ささはらなおみ、伊藤　玉木、三祢沢　信 ピアノトリオの演奏でみんなで歌おう歌声喫茶

第4回 7/30（火） 愛知県栄養士会副会長
上原　正子

アンチエイジングから健康長寿について食から考
える

第5回 7/31（水） 国家公務員共済組合連合会
名城病院　院長　後藤　秀実 病気を防ぐための腸内細菌や食生活

※時間はいずれも10時～12時（受付：9時15分から）講座は10時から11時半まで
※受講料　1回500円（全5回券1,500円）
※場所、定員は、公開講座と同様。

○ 申込方法 ○

な～や

昨年の講座の様子
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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.126」　発行日： 令和元年7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

　毎朝、通勤で歩くわが家近くの香流川に、翡翠の語源で「空飛ぶ宝石」とも言われるカワセミが生
息しています。年に数回しか見かけませんが、出会えた日には良いことがありそうで嬉しくなります。
この鳥、深山幽谷の清流でしか住めないイメージですが、都市環境にも適応し、近年、東京赤坂でも
見られるとのこと。他人の困り事を「我が事」とする地域の支え合いも、地縁が薄いと言われる都市
部で意外と増殖？できる…と良いのですが。

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31年3月1日～令和元年5月31日受付分（敬称略）

篠田 紘子 / 鎌田 和子 / 高年大学鯱城学園学生協議会社会参加委員会 / 川崎地質株式会社 / 日東建材株式会社 /  
田村 富士雄 / ハリキッテ友の会 / 天白まちづくりサポータークラブ / 北区消費者クラブ / みなみ新体操クラブ /  
平針南民生委員児童委員協議会 / 柳老連 老寿会 / 千種・西・中・昭和・熱田・守山・名東・天白区社会福祉協議
会受付分 / 障害者・高齢者権利擁護センター南部事務所 / シルバー人材センター西部支部 / 蔦井株式会社 /  
株式会社槌屋 / 牧野 敏子 / 佐藤 エミ子 / 橋本 政子 / 横山 吉子 / 株式会社光文堂 / 原田 幸恵 / 林 正子 / 匿名２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31年3月1日～令和元年5月31日受付分（敬称略、順不同）

名古屋市健康福祉局職員ワンコイン運動 / 大河内 國晃 /  

小林 勝巳 / 大谷 健二 / 岐阜信用金庫 / 名古屋市子ども青

少年局職員ワンコイン運動 / 平和第3寿会 / 鈴木 昭明 /  

野田 聡 / 和野 恵一 / 愛知県遊技業協同組合 / 住友 誠 /  

匿名8件

なごや・よりどころサポート基金への寄付
平成31年3月1日～令和元年5月31日受付分（敬称略、順不同）

名古屋中ロータリークラブ / 鈴木　昭明 / 匿名1件

平成30年度・平成31年度会員（令和元年5月31日現在）

（敬称略、順不同）

中央法規出版株式会社岐阜営業所 / 野田 聡 / 小池 博美 / 

渡辺 賢次 / 鈴木 加代子 / 株式会社マルワ / 古田 芳子 / 

株式会社プラス / 鷲見 修 / 木村 剛 / 安立 久代 / 株式会

社せがわ住機 / 一般社団法人空き家サービス / デュプロ販

売株式会社 / 株式会社シーアイエス / ＴＩＳ株式会社 エン

タープライズソリューション第2部 / タック株式会社 /  

冨田 哲生 / 三谷 洋一 / 北村 泰幸 / 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

市社協サポーター（賛助会員）のご紹介
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