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【特集】福祉クローズアップ

『あそびのついでに』身近な場所で臨床心理士に個別相談できる「こどもの相談」

「とだがわこどもランド」の個別相談事業
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今回の特集は、
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●

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

からだに優しい いきいきレシピ / プレゼントつきクイズ
インフォメーション
ご寄付・ご寄託・賛助会員のご紹介

関連記事：2・3ページ
・ ・・・

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10
11
12

な～や

特集ページ

特集 :

福祉クローズアップ

『あそびのついでに』身近な場所で・
臨床心理士に個別相談できる「こどもの相談」

名古屋市社会福祉協議会とだがわこどもランド
館 長
森山正治さん
主 事
熊谷 萌さん
臨床心理士 丹下信子さん

「とだがわこどもランド」の個別相談事業
名古屋市唯一の大型児童センター「とだがわこどもランド」は、港区の戸田川緑地の中にあります。
2階建ての本館を中心に多くの遊具が配置され、平成8年の開館以来、子どもや親子向けの催し物や季
節の行事などを数多く実施。新型コロナウイルスの感染拡大で休館（令和2年3〜5月）を余儀なくさ
れましたが、年間60万人が訪れる親子に人気のスポットです。
ここで毎月1回行われているのが、保護者が子どもについての悩み事を個別で相談できる「こどもの
相談」
。相談員はこれまでにも各所で子育て支援に携わってきた経験のある臨床心理士2名が交代で相
談に応えます。
とだがわこどもランドの館長と主事、そして相談員の3人に話を伺いました。

出産前からの「子育て支援」を
とだがわこどもランド（以下、こどもランド）
は名古屋市社会福祉協議会が管理運営を行って
おり、その基盤となっているのが「児童館ガイ
ドライン」です。ガイドラインは時代の変化に
応じて平成30年に大幅改正され、特に「子育
て支援」について大幅な加筆がありました。
「虐
待防止」「切れ目のない地域の子育て支援拠点」
などを盛り込み、出産前から子育てを見守るこ
とが求められています。
「日本は子どもの虐待死の中で0歳児が半数を
占めます。子どもが大きくなってから手を打っ
ても遅いため、産前からの支援が必要です。」
と館長の森山さん。
こどもランドでは開館当初から子育て支援事
業を行ってきましたが、ガイドライン改正の機
運に従い、平成28年から子育て支援事業の後
に個別対応を開始。しかし多くの希望者の相談
に時間内に応えるのが困難となったため、独立
した相談の場を設けることにしました。これが
「こどもの相談」で、平
成29年2月から月に1回
開催しています。
相談 者は港区、中川
区、熱田区など近隣の方
相談の様子
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が中心ですが、遠くの区や他市町村から訪れる
方も。もともとこどもランドの知名度が高いのと、
市の広報で告知されることが要因のようです。
ただ、産前の相談はまだ少数のため、主事の
熊谷さんは港区・中川区・熱田区の産科を持つ
医療機関に一軒ずつ連絡して「こどもの相談」
のチラシを置いてもらい、必要な人に情報が届
くように努めています。

多い相談内容は、発達障害と
1歳半健診
「こどもの相談」への相談件数は、令和2年
11月分までで、91件、208人。母親が子ども
を連れて来る形が多いのですが、母親だけ、父
親と子ども、祖父母だけというケースも。話を
聞くだけでは様子が分からないため、お子さん
を連れてきてもらうことをお願いしています。
子どもの年齢は1〜3歳未満が一番多く、3歳
〜学齢前、1歳未満、小学生と続きます。低年
齢の子どもについての相談が多いのが特徴です。
相談内容で多いのが子育ての不安で、子ども
が発達障害ではないか、そして保健センターの
乳幼児健診（1歳6カ月児健康診査）をちゃん
とクリアできるのかの2つが多いとのこと。
発達障害に関しては、発達障害という言葉の認
知度が上がり、インターネットで調べて自分の子
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どもがそうではないかと不安になり、相談に訪
れるお母さんが増加。発達障害の相談で訪れる
子どもの年齢は3歳以下が7割以上を占めます。
「発達障害という言葉が広まったことで、以
前であれば言うことを聞かない子などと思われ
てしまっていた子への理解が
広がったというメリットもあ
ります。しかし、それぞれの
発達段階特有の行動であって
も、インターネットなどで調
森山さん
べた発達障害の特徴と結びつ
けてしまい、過剰に心配する方が増えている印
象を持ちます。」と相談員の丹下さん。
1歳半健診も、子どもがインターネットに出て
いる健診の項目ができないと不安になるあるい
は、できないために保健センターに管理（母子
保健管理ケース）されるというストレスを持つ
傾向から、インターネットの情報は役に立つ一
方、過度な心配や不安をもたらすこともあるよ
うです。

「こどもの相談」は専門機関への
入り口
「こどもの相談」という名称ですが、子ども
の問題は4分の3で、保護者自身が抱える問題
が4分の1を占めています。問題とは虐待、家
庭内暴力、夫婦間の経済格差などで、子どもと
同時に保護者への支援が必要となります。
相談員の丹下さんはさまざまな機関で子育て
支援に関わっていますが、「子どもを育てる保
護者を支えることが、子どもを支えることにつ
ながる。」という姿勢で臨んでいるそうです。
「こどもの相談」は基本的に1度だけの面接の
ため、相談員が専門的な支援が必要だと判断し
た場合は、外部の機関へつなぎます。
医療機関、家庭支援センター、大学の心理相
談室、療育センター、児童発達支援など、どん
な機関があるかを紹介し、相談者は自発的に行
くことになります。全体の約3割に紹介してい
ますが、保護者が子どもの障
害を受け入れられず、他機関
を紹介してもつながることが
難しいと感じるときは、継続
して相談を受けることもあり
ます。
丹下さん

他機関へ紹介した親子がその後どうなったか
というフィードバックはないが、相談者が数カ
月後に報告をしてくれたり、子どもを見せに来
たりすることもあり、そんなときに丹下さんた
ちはほっとするそうです。

「身近な遊び場」とだがわこども
ランド一丸となって子育て支援を
とだがわこどもランドでは「こどもの相談」
をステップとして、令和元年11月に講演会「発
達の多様性を理解するために」を開催。丹下さ
んは講演の中で遊びながらできる発達促進の方
法を紹介し、「家庭の中でも意識してやっても
らえるきっかけになったので
は。」と感じたそうです。今
後は「個別相談のきっかけに
もなるので、また講演会がで
きたら。」と希望を話してい
熊谷さん
ただきました。
今後の展望として、森山さんからは「妊娠か
ら出産、0歳ぐらいの親子をいかに支えていく
かは今後ますます重要になってきます。常にそ
れを意識しながら取り組んでいきたい。」、熊谷
さんからは、
「こどもランドの子育て支援のイベ
ントなどで相談者を見かけると、意識的に声掛
けをしています。相談者と継続して関わってい
ける体制ができれば。」と話していただきました。

相談会場。遊具で遊ぶ子どもの様子を観察しながら
相談できます

とだがわこどもランド
「こどもの相談」
・毎月1回

 前10時〜午後1時もしくは
午
午後1時～午後4時

（1回の相談時間は30分）
・次回は令和3年1月23日開催
・事前予約制 TEL：052-304-1500
（詳細は HP または広報紙をご確認ください）
名古屋市港区春田野1-3616
とだがわこどもランド本館会議室
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天白区社会福祉協議会

天白区社会福祉協議会

公園でおしゃべりや運動を楽しむサロン 「TS 倶楽部」
コロナに負けない！ 開放的なサロン
高坂学区の中心にある高坂公園。木立の下に

高齢化が進む中、協力しながら健康維持に努めたい
飲み物は先輩サロンのスタッフが準備をします。

近所の住民が集まり、コーヒーを飲みながらお

スタッフや参加者が協力して花壇の手入れやごみ

の会場です。

体の先生を招き、設置されている健康遊器具の効

しゃべりを楽しんでいます。ここは「TS 倶楽部」
天白区の高坂学区は市内でも高齢化率が高

いエリアですが、住民が協力しあって見守り活

拾いなど会場整備を行っています。10月からは整
果的な使い方等も指導してもらっています。

今後の課題として、奥野さんからは「高坂学区

動やおたすけ活動といった地域支えあい事業や

の高齢化率はもっと上がっていくはず。その中で

取り組んでいる学区です。

が気持ちよく協力し合うことが大切」と、東さんか

サロン活動、給食会など多くの地域福祉活動を
「公園の健康遊器具や花壇を活用して何かで

きないか」との声があがり、数人の役員さんや

天白区社協の広さんが「高齢者がおしゃべりし

たり、健康維持のために運動をしたり、土いじり

健康を維持して暮らしていくためには、高齢者同士

らは「世話人も参加者もほとんどが65歳以上の高

齢者なので、あとを引き継いでくれる若い人をどう
育てるかが問題」と話していただきました。

「高齢者が楽しく協力できる環境づくりを心掛け、

したりと、地域住民の交流ができるサロンを作

これからも見守り活動やおたすけ活動、サロン活

を計画し始めましたが、新型コロナウイルスの

奥野さんと東さん。

だからこそこのサロンが必要だ」と計画を再開、

いるので、サロンの参加者との交流ができれば」

ろう」と、高坂の頭文字を取った「TS 倶楽部」
感染が高まり計画が一時中断。「コロナ禍の今

2020年6月に開催にこぎつけ、現在は毎月2回
開催しています。三密を避けるなど

動など地域福祉活動に力を入れていきたい」と、
広さんからは、
「近所の保育園児も遊びに来て

とのことでした。

コロナ対策を心掛け、会場は開放

感にあふれています。
「参加者からは

『通りすがりに立ち寄れて、気軽で

参加しやすい』『屋外なので安心し

て参加できる』という声を聞きます」

と広さん。 毎回、約20人が参加し
ています。

取材協力者
TS 倶楽部リーダー

奥野修司さん

高坂連合自治会会長

東

徹さん

名古屋市天白区社会福祉協議会
地域福祉推進スタッフ

広真里奈さん

【広告】
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リレートーク / ながら体操

ながら体操
リレートーク

43

名古屋市総合リハビリテーションセンター
副センター長

すず き

鈴木

ともあつ

智敦さん

わたしたち福祉に携わるものは、日々、支援を必要と
する多くの方々に出会います。社会人としても未熟で福
祉の素人だった30余年前、最初にぶつかった大きな壁は、
『…福祉って何？？…』でした。 それは、自分がこれまで
接することも想像をすることもなかったさまざまな人生や、
自分の基準の「普通」から大きく外れてしまう価値観に出
会い、
「自分」の価値観を打ち砕かれる思いで、受け止め
寄り添い、支援をし続ける辛さやしんどさ、一生懸命頑張っ
ているのに上手くいかない、通じない力不足や無力さを感
じていました。
若かりし頃、そんな悩みや葛藤を繰り返しながら仕事を
していくなかで、わたしの成長の皮をむいてくれた出会い
や言葉を簡単にご紹介します。
① ある先生に「どんなに悩んで同じところに戻ってきて
もいいの、いろいろ考え経験しあなたは螺旋階段を上るよ
うに少しずつ成長しているのよ」と。
② ある先生の本で、福祉に携わる人たちはいろいろな
心の揺らぎに出会う。ゆらいでも、軸になる価値があれば
そこに戻ればいい。ゆらぐことのできる力が大切。
ある意味、悩みや葛藤を成長のひとつとして肯定できる
ようになったことです。
結果として、今も持ち続けている目標や軸となっている
のは、
「自分や自分の大切なひとをぜひお願いしたいと思
えるひとや施設にする」
、その先に、
「誰もが安心して自分
らしく暮らせるまちづくり」を目指すこと。そしてその中
心には、支援を受ける「本人」がいることです。
いまだに、日々、悩みも葛藤もありますが、これまでの
多くに人たちとの『出会い』と『つながり』が自分を支え
る大きな力になっています。ひととのつながりは自分を成
長させ連携は大きな力になります。全国には、もっともっ
と色々なヒントやアイデアがあり元気の源があります。ぜ
ひ多くの人と話しつながり見聞を広げましょう。それが結
果として支援を必要とする多くの人のそして地域の糧にな
ると思います。無理をしすぎず良い出会いをみつけましょう。
次回は

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10回

足の冷えを解消

第2の心臓と言われる「ふくらはぎ」を伸ばして
血流を促し、冷えやむくみを改善します。

椅子に浅く座って背筋
を伸ばします。左足を
前に出し、つま先を立
てます。
太ももの裏、ひざの裏、
ふくらはぎが伸びてい
ることを意識します。
両手で左の膝を押さ
え、ゆっくりと上体を
前に倒します。
顔、体、腰がまっすぐ
になるように。

両手を伸ばして、左足
のつま先をつかみま
す。息を止めないよう
にして、そのまま30秒。
逆の足の裏側も、同様
に伸ばします。

両手でつま先をつかめ
ないときは、片手だけ
でも大丈夫です。

名古屋市にじが丘荘
施設長
おおたけ

かず お

大竹 一夫さんへバトンタッチ

【広告】
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ほっとはあとコーナー

本号のテーマ

新型コロナウイルス感染症による
ボランティア活動への影響に関するアンケート 集計結果

名古屋市・区社会福祉協議会登録ボランティア団体へコロナ禍における活動についてアンケートを
実施しましたので、
その集計結果の一部を紹介させていただきます。
この集計結果を、
皆さまの今後の活動
にいかしていただければ幸いです。
ご協力いただいた皆様、
ありがとうございました。 （11月16日現在）
アンケート実施時期：令和2年10月
団体数 820
アンケート対象：名古屋市・区社会福祉協議会登録ボランティア団体

回答数 442

① コロナによる活動への影響として当てはまるものを教えてください。
200

179

回答率 53.9％

（①～④は複数回答可）
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100
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26

32

その他

8

ネットの掲示板

メーリングリスト

ＦＡＸ

手紙

対面

ＬＩＮＥ

電話

0

メール

その他

9

助成金を申請

活動場所の確保

オンラインの活用

活動時間の短縮

感染症防止対策

その他

活動のオンライン化

特になかった

オンラインのやり方が
わからない

モチベーションが
下がった

活動を継続したい

感染への不安

0

258

200
80

その他

100

ボラ募集しても
集まらなかった

127

13

間のコミュニケーションは
どのように行いましたか。

300

100

16

④ コロナ禍においてメンバー

250

150

150

19

会報等が発行
できなかった

194

28

活動場所確保
のため費用
負担が増えた
対策用品が
手に入らな
かった

ついて工夫したことは
何かありますか。

200
214

とくに影響は
なかった

ボラ募集が
できなかった

③ コロナ禍における活動に

256

200

0

新たな内容に
取り組んだ

250

対策用品の
購入で費用
負担が増えた
コミュニケー
ションがとれ
なかった

300

依頼が減った

団体メンバーから何か
意見はありましたか。

定例会を中止

② コロナ禍の活動について

モチベーション
が落ちた

活動場所の
確保

活動を全て
中止

活動の一部を
中止

0

58

39

⑤ コロナ禍において支援対象者の声を聞く事が出来ましたか。

支援対象者からの主な声
・色々なことが中止になり残念。顔を合わせて一緒に交流できるような活動がしたい。
・高齢者施設、入居者、デイサービス対象者から「生」演奏をもっと実施して欲し
141
179
320
いとの要請があった。
・活動をやめた方が良いという意見があった。
・
（点訳物の）発送が少なくなりちょっと淋しいが、仕方ない。
・外出できなくなり、ストレスのため、体調が悪くなった。
・マスク着用で体調不良の方が多く見えた。マスク着用でコミュニケーションが取れなくなったり、笑顔が少なくなった。
・筋力が落ちて歩けなくなった。字が書けなくなっている。
・聴覚障害者と聴者が共に活動しているので、マスク着用により、口の動きが読み取れない事と、表情が分かりづらいこと
は不便だと言っています。
聞けた

聞けなかった

合

計

総評：コロナ禍では大多数の団体が活動の全て（もしくは一部）を中止せざるを得ない状況になってしまいました。しかし、
メンバーや支援対象者からの声を聞き、再開時には様々な工夫をして活動に取り組んだ団体もたくさんありました。また、
社協等への要望もお聞きすることができましたので、今後の取り組みに活かしていきたいと思います。
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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。

NPO 法人ささしまサポートセンター
【団体概要・活動内容】

名古屋で約40年にわたりホームレス状態にある
人たちとともに活動しています。炊き出し会場で
の生活・医療相談、夜回りなどに加え、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応援しています。一緒
にイベントや町内の清掃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、居場
所と役割を持って暮らせることをめざしています。
障害者グループホームの運営や、子どもの居場所
づくり、学習支援活動も行っています。

【活動に参加している方の思い】

専門的な知識がある人もない人も、自分の得意
なことや好きなこと、できることを生かして活動
しています。サロンで一緒に将棋や料理、おしゃ
べりをしていただくだけでもかまいません。野宿
生活の方や生活に困りごとのある方を「特別な人」
と思わず、一緒に楽しんで活動に参加していただ
ける方を歓迎しています。

【お問い合わせ】
〒453-0821
名古屋市中村区靖国町1丁目94番地
E-mail：office@sasashima.info
HP：https://www.sasashima.info/
TEL / FAX: 052-462-9326
（月・金曜日：9:30～12：00、水曜日：13:00～15:30）
2019年のクリスマス会の様子

日曜巡回相談の様子

コキオ・ケオケオ・ナニ・アロハ
【団体概要・活動紹介】

コキオ・ケオケオ・ナニ・アロハでは、福祉施
設でのイベントなどでフラダンスを披露していま
す。フラダンスを披露するのにあたってフラダン
ス音楽の意味を勉強し、理解しながら皆様にお届
けしています。団体名にある「コキオ・ケオケオ」
はハイビスカスの原種を意味しています。
令和2年3月以降、コロナ禍により活動出来てい
ませんでしたが9月にはリモートによるボランティ
アで再開しました。皆様の笑顔を見ることができ、
とても嬉しく思うとともに私たちのフラダンスが
皆様にとって楽しい時間になればと思っています。

【代表者とメンバーの想い】

コキオ・ケオケオ・ナニ・アロハは、前身のフ
ラ・フイ・オ・ヒナヒナだった2011年4月15日
に当時の役員だった浜本さんのご紹介でボラネッ
トみどりに参加させて頂き、今年で10年が経ちま
す。昨年はコロナ禍によりボランティアフェスティ
バルが中止でしたが、ボラネットみどりに参加し
ていることにより、他のボランティアさんと交流
ができ、勉強になることが沢山あります。色んな
方と集うということは大切ですね。私たちもフラ
ダンスで少しでも貢献出来たらと思っています。
※ボラネットみどり…緑区ボランティア連絡協議会
ボランティアフェスティバル…ボラネットみどりが主催するイベント

【お問い合わせ】

コロナ禍でも、ビデオレターで笑顔をお届け！

手作りうちわでメッセージを送りました

緑区社会福祉協議会（担当：渡辺）
緑区鳴子町1-7-1（緑区在宅サービスセンター内）
TEL：052-891-7638 FAX：052-891-7640
e-mail：m-fukushi@nmidori-shakyo.jp
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ほっとはあとコーナー

きらっと

ボランティア・NPOらいぶ

餅つきボランティアを続ける“祭り衆”柘植幸治さんたちを
取材しました。
〈インタビュアー：旅する食いしん坊 YM〉

●南区『本地まつり』の山車

「昭和31年10月6日、快晴。山車竣工式を挙行
す。戦災消失より十年余、茲 に再び山車の竣工成
り町民の悦び亦一入なるものあり。」戦後、山車再
興なった時の喜びをまちの人たちはこう書き残し
ている。
10月初旬、南区・星宮神社祭礼には各地区から
引き出された見事な山車6両が町中を巡る。その
内の一両が柘植さんたち『町組』の山車である。
賑わいづくりの新しいお祭りは多い。しかし柘
植さんたちの祭りは、まちと祭りを守り抜いてき
たのは自分たちだ！という祭り衆の本気度レベル
が決定的に違う。コロナ禍の今秋も町組祭り衆は
得意技を持ち寄って集まった。晴れの日に思いを
馳せつつ山車を修理点検するためである。作業中
の皆さんの表情は本当に楽しそうで引き込まれる
が、そこには別の思いも垣間見える。それは、自
分たちの祭りは「まちの共助システム」の要であっ
て次の世代に引き継ぐ価値があるという確信。そ
して、祭り暦を途切れさせてなるものかという決意、
この二つの思いである。
祭り囃子を教えてもら
う子どもたちは、おとな
の共助ぶりを目撃しなが
ら育つことになる。楽し
そうに支え合うおとなを
見て育つ子どもたちが次
の支え手となり、まちや
祭りを愛する心が引き継
がれていくという見事
な後継者育成システムで
ある。
ここ

またひとしお

は集まらない、誰かと分け
合うともっと楽しくなれ
る。まちづくり講座を受講
柘植幸治さん
しなくても、“ 祭り暦 ” を
生きる町組の皆さんはとうにご存知のことばかり
に違いない。
柘植さんたちの年末餅つき会にお邪魔すると、
びっくりするような数の子どもが楽しげに餅を頬
ばっている。
家庭でしなくなった餅つきを子どもたちに体験
をさせてやりたいと40年あまり続ける柘植さんた
ちの努力があっての光景である。餅つきボランティ
ア活動は、ボランティア精神のありようからお付
き合いノウハウ、保育園等への餅つきキャラバン
成功のコツまで、まちづくりの知恵満載の『まち
づくり活動・上級編』である。

ばや し

●稲の国の「まち」づくり

稲作の国に生まれた私たちは昔から祝い事があ
ると餅をついて奉祝の気持ちを確かめ合ってきた。
だが、神事や稲作との関わりを云々するまでもなく、
楽しい行事だからこそ餅つきは続いてきたのだ。
“ おとなの遊びだぎゃ、わしらは遊んどるだけ ”、
柘植さんの良き相棒で “ お祭り男 ” の福井さんは
控えめにそう表現される。楽しいことでないと人
きらっと ボランティア
・NPOらいぶ
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リレートーク

●幸せな地域が期待されること

柘植さん宅の住所名には「字町（あざ・まち）」
という文字が誇らしく並ぶ。ここは何と「町」と
いう名の「まち」なのだ！歴史豊かな南区には自
分たちの「まち」の姿を語り継ぎたいと願う人が
多いと聞く。幸せな地域だと思う。数多く存在す
る地区の歴史資料を観光案内や研究者用の参考資
料として保存するだけでなく、そこに住む住民の
「まちづくり活動手引書」として活用できるような
形でまとめ遺していただきたいものだと心から願っ
ている。
※今 年の祭りは10月4日
（日）に開催予定だったが、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止になっ
てしまった。しかし、柘植さんたちは山車の修理点
検を行い、祭り衆だけのささやかな祭りを実施した。

次回の取材先は、今回取材した柘植さんたちから推薦していただきました！
祭り衆推薦の地域貢献ボランティアは、まちの達人 松田孝治さんです！

ふれあい名古屋 No.131

新コーナー
各区社協の
職員に聞いた
第１回

地区 の オススメ の ボランティア

守山区ボランティア給食サービス事業

〈インタビュアー：シャオムー〉

2021年1月号から新しく、「各区社協の職員さ
んに聞いた地区のオススメのボランティア」をお
伝えするコーナーが始まります。このコーナーで
は区社協の職員さんに推薦されたボランティア活
動をご紹介していきます。
第1回目は、「守山区」。お弁当が工場で出来て
から主に一人暮らしのお年寄りのご自宅まで届け
る活動を行う「守山区ボランティア給食サービス
事業」についてお伝えします。

1．
「守山区ボランティア給食サービス事業」
の活動が始まった理由とは？
現在、多くのメディアで取り上げられていますが、
昭和49年（1974年）に守山区でもお年寄りが孤
独死で亡くなった事例が発生し、区内の民生委員
さんから「見守り」の活動を促進するべきである
と声があがり、昭和55年（1980年）に配食を通
じた「見守り」を目的としたこの守山区ボランティ
ア給食サービス事業が誕生しました。

2．具体的にどんな活動をしているのか？

「配食のボランティア」というと自宅にお弁当を
届けて「お元気ですか？変わりないですか？」と
会話を交わす場面を思い浮かべる方が多いと思い
ますが、守山区のボランティアはそれだけではな
いのです。
お弁当工場に出向き、「御飯とおかず」が入った

弁当箱に輪ゴムをかけて、配達地区ごとに仕分け
をして配達数を確認する「仕分けボランティア」、
20カ所近い各学区の各拠点にお弁当を車で配達す
る「運転ボランティア」、ドライバーさんと同乗し
地区拠点でお弁当をおろす「添乗ボランティア」
の活動も行っているのです。お弁当がそれぞれの
ご家庭に届くまでには多くの過程があるのですね。

3．三者の協力があるからこそ実施できる
「配食サービス」

おいしいと評判のこのお弁当は、ヤクルト付きで、
1個360円。お弁当の質と共に守山区の「配食サー
ビスの体制や活動」は多くのところで高く評価さ
れています。活動に参加されているみなさんによ
れば、実際に「ボランティア」と「社会福祉協議会」、
「企業」がしっかり協力しあって運営されているそ
うです。三者に加えて「地区の民生委員」さんや「ケ
アマネジャー」さんとも密に連絡を取り合い、現
在このお弁当サービスを利用している方は100名
を超えています。ちなみに現在、運搬に使われて
いる車も名古屋守山ロータリークラブ様から寄付
されたものだそうです。

4．参加のお誘い

現在、このボランティアでは「仕分けボランティ
ア」と「運転ボランティア」の数が不足しています。
活動日はあなたのご都合のつく日で構いません。
ボランティアさんの中でも1カ月に一度参加され
ている方も少なくありません。ご興味を持たれた
方は一度、見学、体験してみてはいかがですか？
⃝活動日

毎週 火・水・木曜日

【お問い合わせ】
添乗ボランティアの様子

仕分けボランティアの様子

守山区社会福祉協議会（担当：岩佐・馬場）
TEL：052-758-2011 FAX：052-758-2015

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき
新年あけましておめでとうございます。新型コロナウイルス感染症拡大により、私たちの生活は一変し
てしまいました。外出時には、マスク着用が当たり前になり、コンサートや会議などの多くの人が集まる
イベントは、オンラインで行うことが普通になりました。また、外出自粛の要請が出たことにより、飲食
業や観光業などのさまざまな業種が大打撃を受けました。ついには東京オリンピックが延期となってしまい、
毎日が驚きの連続です。
このような状況ですが、ほっとはあとコーナーをお読みいただくことで、皆様の気持ちが少しでもあた
たかい気持ちになればと思っています。
2021年が皆様にとって良い一年となるようお祈り申し上げます。
トンカツ
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いきいきレシピ / プレゼントつきクイズ

からだに優しい

いきいきレシピ
具沢山のあったかスープ

根菜のミネストローネ
ミネストローネはイタリアの野菜スープ。日本ではトマトを使った
具沢山のスープとして知られています。
今回は冬が旬の根菜であるニンジン、ゴボウ、レンコンを始め、
6種類の野菜を使用。トマトはカットずみの缶詰を使うので、 野菜
を切って煮込むだけで手軽に作れます。根菜は食物繊維や抗酸化
作用に優れ、 体を暖めると共に、 便秘の改善、 風邪予防も期待で
きます。
材料（4人分）

ジャガイモ 1個
● タマネギ

1/2個
● ニンジン

1/2本
● カボチャ（中）

1/8個
● ゴボウ

1/2本
● レンコン（中）

1/2節
● 塩・コショウ

適量

カットトマトの水煮缶
（400g） 1缶
●水

400cc
● 固形コンソメ

2個
●油

適量

2

鍋に油を入れて火にかけ、野菜を炒める。

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。

①→
⑤↓

⑨↓
B
⑥↓

⑧↓
A
②→
Ｃ
⑦↓

④→

Ｅ

3

4

トマトの水煮缶と水、コンソメを加える。 煮立ったらふたを
して、時々かきまぜなら弱～中火で20分煮る。
塩、コショウで味を整えてできあがり。

ヨコのカギ（小文字も大文字とします） ⇨
① 通信網。コンピューター○○○○
○○
② p8「きらっとボランティア・NPO
らいぶ」で祭り衆が行っているボ
ランティアは？
③ 名古屋とロンドンの○○は9時間
④ 門の前などに立てる正月飾り

⇩

タテのカギ

プレゼントつきクイズ

Ｄ

野菜は1センチの角切りにする。ゴボウは細ければ輪切り、
太ければ半月切りにする。

●

● 

③→

1

⑤ 正月にやりとりするあいさつ状
⑥ p4「社協活動最前線」。サロン「TS 倶
楽部」の会場は○○○○公園
⑦ 枯れ葉などをかき集める農具。商売繁
盛を願う縁起物でもある
⑧ p2-3特集。「とだがわこどもランド」
の個別相談事業で多い相談は、○○○
○障害
⑨ ○○○も眠る丑三つ時

【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2021年1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

前回の答え

く り す ま す
⑤↓

①→

②→

⑥↓

⑩↓

す ま ど れ ー ぬ

C

【正解発表】
2021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。

⑦↓

ぽ Eす と

A
⑧↓

く

⑨↓

い か ま つ わ と
③→

と つ と な か い
し

が Dま

④→

ち ゆ う Bり つ

【広告】
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ふれあい名古屋 No.131

インフォメーション

社協からのお知らせ
鯱城学園 入学生募集！～ポストコロナ社会を見据え、今できることを考え、学ぶ～
「高齢者の生きがいづくりと、地域活動の核となる人材の養成」を目的として設立された鯱城学園では、令和3年4月
入学生を募集します！
鯱城学園には、幅広い知識を身に付けていただく「共通講座」と福祉や文化、陶芸など自分の関心のあることを学ぶ
ことができる11種類の専攻があります。その他にも、仲間とともに活動する学生会やクラブ活動などもありますので、
充実した学園ライフを過ごすことができる環境です。
鯱城学園は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和2年度について休校となりましたので、令和2
年度の合格者をそのまま据え置き、定員に満たない人数を令和3年度に改めて募集いたします。
各専攻の募集人数などの詳細は、区役所・支所、区社会福祉協議会、生涯学習センター、図書館などで配布される
令和3年度入学案内をご覧ください。また、入学案内の送付をご希望の方は、下記問合先までご連絡ください。
なお、令和3年度予算の状況や、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、内容が大幅に変更になる
場合があります。
【対
象】名古屋市内に住所を有する60歳以上（令和3年4月1日
現在）で、地域活動に参加する意欲のある方（ただし、
本学園を過去2回卒業した方は除く）
【出願期間】令和3年2月15日（月）～令和3年3月15日（月）
お問い合わせ

名古屋市鯱城学園

TEL：052-222-7521

令和元年度の様子

居住支援法人活動のご案内

ホームページリニューアルのお知らせ

本会では、住宅確保要配慮者居住支援法人として、住まい
の確保に特に配慮を有する方（高齢者や障がい者、生活困窮
者等）からの住まいや生活に関する相談に応じ、セーフティ
ネット住宅等賃貸住宅や福祉制度・生活支援サービスに関す
る情報提供等を行っています。お気軽にご相談ください。

この度、ホームページをリニューアルしました。
より見やすく、分かりやすいホームページを目指して
デザインと構成を見直し、スマー
トフォンやタブレットでも快適に
ご利用いただけるようになりまし
たので、ぜひご活用ください。

お問い合わせ

専用相談窓口
受付時間

TEL：070-3350-3878
月曜日～金曜日 9時～12時
※祝日・年末年始をのぞく

URL

 ttp://www.nagoyah
shakyo.jp/

体育祭でボッチャ初体験
新型コロナウイルスの影響下で、体育祭の種目として初めてボッチャを取り入れた名古屋商業高等学校の取り組み
をご紹介します。取り組みのきっかけや、コロナ禍ならではの工夫についてお聞きしました。
これまでバスケットボールを種目の一つとしていましたが、今年度は接触を避ける
ため、ボッチャを選びました。力やスピードの差に関わらず取り組める点や、男女が
同時に参加できる点も魅力でした。
当日は参加する生徒の健康状態を確認し、試合の前後に手指を消毒するようにしま
した。
両チームが交互に投げるルールに変更したこともあり、最後のボールを投げるまで
1球ごとにどきどきし、逆転の試合展開もみられ予想以上に盛り上がりました。

【広告】

競技中の様子
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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
令和2年9月1日～令和2年11月30日受付分（敬称略、 順不同）

福祉基金への寄付

和野 恵一 / 銅城 康人 / 株式会社スポ NAGO /
特定非営利活動法人スポ NAGO ネクスト /
令和2年度名古屋市公立保育園退職園長 / 鈴木 省三 /
株式会社 HARU / フクシマガリレイ株式会社中部支社 /
東濃信用金庫 名古屋支店 / 社会福祉法人清明福祉会 /
名古屋福祉詩吟教室連盟 / 天白区社会福祉協議会募金箱 /
名古屋市社会福祉協議会職員ワンコイン運動 / 匿名18件

市社会福祉協議会への寄付
山田 友子 / 匿名1件

なごや・よりどころサポート基金への寄付
匿名1件

市社協サポーター（賛助会員）のご紹介
令和元年度・令和2年度会員（令和2年11月30日現在）
（敬称略、 順不同）

仁木 雅子 / 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 / 株式会社マルワ /
古田 芳子 / 株式会社プラス / 鷲見 修 / 木村 剛 /
株式会社せがわ住機 / 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 / 株式会社サンエネック / 上村 成良 /
永井 瑛資 / K のキンパ / 越仮 加絵 / 水谷 巍 /
東洋羽毛東海販売株式会社 / 匿名6件

ご寄託ありがとうございました
使用済切手・書き損じはがき・使用済テレホンカードなど 令和2年9月1日～令和2年11月30日受付分（敬称略、順不同）
高橋 孝次 / NPO 法人すけっとファミリー / 朗読グループ花ことば / 瑞穂区役所 民生子ども課 /
名古屋市障害者雇用支援センター / 北鯱城会 / 佐藤 登代子 / 森上 昌子 / 地域ボランティアグループかがやき /
ふくちゃんきたちゃん福祉の店 / 天白まちづくりサポータークラブ / ハリキッテの会（世話人 毛利 ）/ 地域ケア推進課 /
北区消費者クラブ / 権利擁護推進部 南部事務所 / 蔦井株式会社 / 東濃信用金庫 名古屋支店 / あかつき田幡保育園 / 匿名10件
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。
団体名
公益財団法人緑の地球防衛基金
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
中国楡林市東陽山、タンザニア・キリマンジャロでの植林活動
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

じむきょくちょうのつぶやき
マスクで迎えた新年。清々しい元旦の初景色にも、どこかいつもと少し違和感のあるお正月となり
ました。昨年来のコロナ禍では、自然や環境との向き合い方も含め、深刻な人口減少で「縮小の時
代」に向かうこの国が抱える根本の課題や、どこかで置き忘れてきた大切なものを思い出させてくれ
た気がします。ここは、やはり過去の日常を「取り戻す」のではなく、グローバル、便利さ、経済成
長……とは別の「豊かさ」が求められているのでは……。そこで聞こえてくるのが、江戸時代の禅
僧、至道無難のこの言葉「人ほどはかなきものなし。神仏に向かい富貴を願う。願う心をやむれば富貴なることを知ら
ず」。私たち人類は、利他行動によってここまで発展してきたと言われています。これからヒトがお互い近くに寄れない中、
またそれだけに世代を超えた「利他の心」を一層大切にして、今年も皆様とともにウィルスとの共存も含めた新しい共
生社会を目指してまいりたいと思います。
名古屋市社会福祉協議会事務局長 立松 博

黒川バスターミナル

〒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
至浄心

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

地下鉄黒川駅
1番出口
北警察署
堀川
（黒川）
八王子中学校

※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.131」 発行日： 令和3年1月1日
発行部数： 12,000部

12

至楠

名古屋高速道路

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）

★地下鉄黒川駅下車南へ300m

黒川
交差点
国道41号線

至大曽根

至秩父通

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

北警察署南交差点
黒川スポーツ
トレーニングセンター

北区役所南交差点
至清水口

N

