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名古屋の地域福祉の未来を描く計画を、
より身近に―――

座談会の様子

「なごやか地域福祉2020」市民公募委員座談会
令和2年度（2020年度）から令和6年度（2024年度）までの5年間、名古屋の地域福
祉の未来をどう描き、何を目指して進むべきか、その方向性を示す計画「なごやか地域福祉
2020」。策定にあたっては、アンケート調査や地域福祉活動等の現場視察を通して名古屋
市の福祉課題・生活課題を掘り起こし、策定懇談会や作業部会で議論を重ねました。その際、
4名の市民公募委員の皆さんに参画いただき、多くの貴重なご意見をいただきました。
今回の特集は、「なごやか地域福祉2020」をより身近に感じていただければと考え、市
民公募委員の皆さんによる座談会を開催し、市民の立場から「なごやか地域福祉2020」を
めぐる想いを語っていただきました。
※座談会は令和2年7月17日に、マスクの着用、3つの密を避ける等の新型コロナウイルス感染防止対策を講じたう
えで実施しました。
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名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進部


そめ の のりかず

染野徳一次長

市民公募委員に応募したきっかけ―
伊藤さん 私の地域では毎年のように孤立死が
ありまして、共通しているのは地域とのつなが
りが全くないか、あってもあいさつ程度なんで
す。そんな社会的孤立をなくしたいという思い
で応募しました。
杉江さん 地域福祉に取り組むのは行政ではな
く住民。そういう考え方をしないと住民が福祉
に関心を持たないと思います。民生委員の活動
は学区単位で動くことが多いですが、広すぎま
す。一番大切なのは近所（近助）ということ。
そんな思いを伝えたいと思いました。
永田さん ダウン症の長女を
地域の中で育てたいと思って
ずっとやってきました。地域
の実状と行政の計画があまり
結び付いていないのではない
かと感じていましたので、実
際に地域で子育てをしてきた
永田さん
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おばちゃんの声を届けたい（笑）と思いました。
村松さん まちづくりの NPO 活動を通して福
祉に関心がありました。私のような子育て世代
の人は計画の会議にはあまり参加しないだろう
と、多種多様な人が意見を出した方が良いと思
い応募しました。
加藤係長 皆さんには、策定にあたって本当に
様々な貴重なご意見をいただきありがとうござ
いました。地域のつながりが希薄化している中、
皆さんのように地域のつながりを大切している
方がいらっしゃるのは大変心強く思います。
染野次長 こうした計画は市民感覚からかけ離
れたものになってはいけません。皆さんのおか
げで策定中も地域をイメージしながら検討でき
たことをとても感謝しています。

策定を進める中で
印象に残っていることは―



★計画の特徴★
アンケートや福祉現場の視察、パブリックコメント
等により多くの意見を取り入れながら策定し、活動
のヒントとなるように多くの事例を紹介しています。

村松さん 策定の会議に目の不自由な方が参加
されていました。外国人の方の参加も必要では
ないかとの意見も出ていましたが、当事者じゃ
ないと分からないことはたくさんあるので大切
なことだと思います。
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・

伊藤さん 若い世代の参加が少なかったです
ね。平日の会議なので難しい面もあるかと思い
ますが、日ごろ福祉と無縁な人にも参加しても
らえると良かったかな。
永田さん いろいろなところに視察に行って、
実際に活動の現場を見てお話しを聞けたことが
とても良かったです。そこで感じたことを計画
に生かすことができたのではないでしょうか。
杉江さん 視察では本当に面
白い取り組みを知ることがで
きました。特に屋外でやって
いるオープンなサロンは、私
たちの地域の取り組みにすぐ
に取り入れさせてもらいまし
た。
杉江さん
伊藤さん 視察は先駆的なと
ころが多くて、それぞれ皆さん特徴があって、
思いを持って活動されていました。活動されて
いる方の「こんなに楽しいことをどうして皆や
らないのか」との言葉が印象に残っています。
永田さん 視察の際に「障害者のことはどうした
らよいのか分からないのでなかなか取り組めない」
という声がありました。地域の皆さんに障害のあ
る方の特性を理解してもらうには、やはり草の根
的に地域の中で取り組んでいかないといけないと
感じました。

市民の皆さんへ伝えたいこと―
★計画の内容★
令和2年度から令和6年度までの5年間、地域共生
社会の実現を目標に、「つながり支えあう地域をつ
くる」「一人ひとりの“暮らし”を支える仕組みを
つくる」「地域で活躍する多様な支え手を育む」こ
とを方向性として定め、それを支える連携・協働
の仕組みづくりに取り組んでいくこととしています。

永田さん 市民公募委員をしたことで、いろい
ろな方と知り合い、名古屋のことを知って、と
てもいい勉強になりました。これからも地域の
皆さんと一緒に、自分の地域を知って、地域の
人のことを知って、その人たちの特性を活かし
ながら皆で暮らしていける道を探っていきたい
ですね。
近所の人との何気ない会話の中で、困っている
ことを知ることもあります。
気軽に話せる場、困ったとき
に気軽に相談できる場があち
らこちらにある、そんな5年
後になるといいなと思います。
伊藤さん このコロナ禍で計
画を策定していたときと状況
が変わってしまったところも
伊藤さん

ありますし、これからも5年の間にいろいろな
ことが起きると思うんですよね。計画も状況に
合わせながら進めていきたいですね。障害があ
ろうが高齢だろうが子どもであろうが、皆それ
ぞれが社会において一人ひとり役割がある。い
ろんな困りごとを抱えている人を地域の皆で、
当たり前のこととして支えていくことができる
名古屋になっていくといいですね。
杉江さん まずは近隣を知ろう、近所を知ろう。
それから町内を知ろう、学区も知ろうと、住民
の皆さんがそうした意識を持っていただけると
良いですね。人と人、顔と顔のおつきあいを通
して住民がつながることで、良い地域ができあ
がるように思います。
村松さん 困ったときに地域
の中で最初に駆け込むところ
がどこなのか、そういった情
報が発信できると良いと思い
ます。コロナ禍の中で子育て
の困りごとをなかなか頼るこ
とができずにいた友人がいま
村松さん
した。人との接触が不安な時
期でも、SOS は必ず発信してほしい。困ったと
きにとにかくこの人にだったら相談できるという
人をつくってほしいですね。
染野次長 皆さんのメッセージにあった、地域
を知ること・誰もが役割を持って活躍できるこ
と・住民がつながること・孤立を生まないことは、
この計画の重要なポイントでもあります。皆さ
んのお話を伺って、計画を進めるにはやはり市
民の皆さんの力が必要だと改めて思いました。
加藤係長 コロナ禍によって地域のつながり方
を変えていなかければならないことも考えられ
ますが、そういったところも含めて、市民公募
委員の皆さんとともに知恵を出しながら、地域
共生社会の実現に向けて、行政、社協、市民が
一体となって地域福祉の推進に取り組んでいき
たいと思います。
皆さん、本日はありがとうございました。

なごやか地域福祉2020
名古屋市の地域福祉を推進するうえで、
市と市社協の連携・協働が極めて重要で
あることから、市の「第3期名古屋市地
域福祉計画」と市社協の「第6次名古屋
市社会福祉協議会地域福祉推進計画」を
一体的に策定した計画です。
計画の詳細は、ホームページで

なごやか地域福祉2020

検索

（計画の冊子は、市政情報センターや各区役所の情報コー
ナー、市・区社会福祉協議会等でもご覧いただけます）
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熱田区社会福祉協議会

熱田区社会福祉協議会

「『ぬくといつながり』のあるまち」 を目指す
「地域福祉ってなに？」をフリートーク
新型コロナウイルス感染拡大の影響にも柔軟に対応
残念ながら、新型コロナウイルス感染拡大の影
熱田区社会福祉協議会では、平成30年度に第
響により、いくつかのプロジェクト等が中止になっ
4次熱田区地域福祉活動計画（実施期間：令和元
年度～同5年度の5カ年）の策定に取り組みました。 ています。3月に開催される予定であった福祉やコ
行政計画の多くは数値目標を定めていますが、 ミュニティのあり方について考える「つながりあっ
たかいぎ」
、熱田神宮などの史跡巡りのボランティ
この計画にはそういったものがありません。策定
アガイドをしている中田さんが提案した、障がい者
のしかたも、大学や企業で行われるワークショップ
や高齢者、児童まで誰もが参加できる「熱田区史
の手法を中心としました。作業部会では「地域福
跡めぐりウォーキングマッププロジェクト」などです。
祉ってなに？」
「熱田区ってどんな街？」などをテー
しかし、もともと自由度の高い計画であることか
マに毎回フリートークを重ね、自分たちの暮らす
ら、臨機応変に対応できるというメリットがあります。
まちが、
「普段はゆるくつながっているが、困った
今年度の残された期間は、育児と介護など複数の
ときはすぐに助けを求められるような『ぬくといつ
ながり』のあるまち」であることが福祉（しあわせ） ケアを行う人たちの支援について考える「ダブル
ケアシンポジウム」をオンラインで配信する予定
であるとの結論に至りました。
もあり、コロナ禍の今だからこそ活動計画に求め
「名古屋は大都市だが、熱田区は風習や人情が
られることは何か、今できるプロジェクトは何かを、
残っており町内会も機能している。そういう社会
計画に関わるメンバーで話し合っていく予定です。
資源をうまく利用することが必要だと思う」と作業
一方、具体的な数値目標を設定しないこの計画
部会リーダーの中田さん。「革新的に見えるかも
は、達成度が見えにくいという面があります。上
しれませんが、福祉の基本に沿ったやり方。地域
述の「つながりあったかいぎ」で年度ごとの成果
の人が自分たちの福祉のために作った住民主体の
や新たな課題などを話し合うことはもちろんですが、
活動計画だと思う」と「自身はスーパーバイザー
の立場にすぎません」とおっしゃる山下先生。計 「プロジェクトを通じて『ぬくといつながり』がど
のように広がったのか」など、丁寧に「質的」に
画の実行に協力したい地域住民や団体は「つなが
評価することが求められます。ただ、熱田区社協
りメンバー」として登録し、誰でも活動に参加す
の加納さんは、
「作業部会で最初に議論したものが
ることができる仕組みも整えました。
例えば昨年度は、障がいのある方とボッチャ 『ぬくといつながり』を評価する尺度になりますが、
最終年度には、それを活用した量的な評価も併せ
による交流や講座の受講を通して、楽しみなが
て行いたいと考えています」と今後の課題を話し
ら「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすため
てくださいました。
の地域共生」について学ぶ「ボッチャで遊ぼう〜
みんなで学ぶ地域共生」や、健康と多世代交流
をテーマに地域で活動する団体や事業所、サー
取材協力者
クル等がブース出展や音楽演奏を行う「ひびの
作業部会委員 リーダー
中田素生さん
健やかフェスティバル」などを開催しました。 名
スーパーバイザー
古屋学院大学の学生も参加し、子どもから高齢
名古屋学院大学准教授
山下匡将さん
者まで幅広い年齢層の地域住民が集まりました。
計画策定の様子

熱田区社会福祉協議会事務局
次長代理 加納大也さん

【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
社会福祉法人
自立担当職員

昭徳会

わた べ

渡部
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名古屋若松寮

りゅう い ち

隆一さん

子どもたちの元気な笑い声が今日も若松寮の
中庭に響いている。
今年の2月末から新型コロナウイルス感染拡大
の影響により幼稚園、学校は休校となり節目の大
切な卒業式もなくなった。子どもたちの行動範囲
は極端に狭くなった。それでも検温、手洗い、マ
スクの着用を徹底して子どもたちも職員も感染予
防に努めながら園内で元気に過ごした。
この春、卒寮を迎えた高校3年生はふたり。ひ
とりは管理栄養士の資格を取るために4年制の大
学に進学し人生初の一人暮らしを始めたが、入学
式も行われず5月末までの2か月間自宅待機とな
り慣れないリモート講義を受けていた。もうひと
りは3月末までに勤め先が決まらず、一緒にハロー
ワークへ通い3ヶ所目で何とか4月中旬に働くとこ
ろが決まった。この子も施設での生活が長く初め
ての一人暮らしを始めたが、どうしても集団で生
活していた環境からある日を境にひとりで時間を
過ごす空間に身を置くとホームシックの様な状態
になり「もう会社を辞めて～」と SOS を発信して
くる。それでもこの子も何とか踏ん張っている。
私は児童養護施設で働かせていただき23年。
いろいろな子どもと縁あって出会い、共に時間を
過ごしてきたが、必ず伝えてきたのは「あいさつ、
言葉遣い、そしてありがとうの気持ちを忘れずに。」
である。私の仕事は子どもたちが社会に出てか
ら真価が問われる職業であると考える。
次回は

社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団
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

ともあつ

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9回

指のこりを改善

スマホやパソコンで酷使した指の疲労を和ら
げます。

手にはたくさんの筋肉
やツボがあります。

指間穴と虎口を、逆の
手の指でつまんだり
引っ張ったりしてほぐ
します。手、指、首、
肩のこりを改善しま
す。両手行います。

固くなった骨間筋をほ
ぐして、指の動きをス
ムーズにします。
〈手の甲側〉
骨と骨の間の筋肉を、
逆の手の指4本で順番
にもみほぐします。
〈手のひら側〉
骨と骨の間の筋肉を、
逆の手の親指で手首か
ら指先のほうへ押して
いきます。

鈴木 智敦さんへバトンタッチ
※全て痛くない程度に行ってください。

【広告】
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本号のテーマ

なごやボランティア物語
〈インタビュアー：シャオムー〉

私たちの街、名古屋では、いつ誰がどのようにボランティ
ア活動を始めたのでしょうか？
この『ふれあい名古屋』でも、ここ何年か活動を始めた創
始者たちをご紹介してきましたが、心待ちにしていた1冊の
本が出版されました。

渡辺さん（左）と織田さん（右）

『なごやボランティア物語』です。
今回は、今年2020年5月に「風媒社」から出版された『なごやボランティア物語』とこの本
を編集された「なごやのボランティア史編纂委員会」を代表して名古屋メシはどれもお好きだと
いう織田元樹さんと関西生まれで名古屋メシの中では「ひつまぶし」がお好きだという渡辺勉さ
んに本の成り立ちやどんな点に焦点をあてて編纂されたのかをお聞きしました。

1．『なごやボランティア物語』を出版しようと思った理由は？

きっかけは、名古屋のボランティア活動の草分け的存在である野村文枝さんでした。野村さんは、
『な

ごやボランティア物語』の編纂委員の皆さんとは親しい間柄で、そんな野村さんから声をかけられた
のが織田さんでした。

野村さんの提案は、「自宅に50年間のボランティア活動の資料や記録を全部保管しているから、こ

の資料をもとに名古屋のボランティア史を作ってほしい」というものでした。野村さんの想いに動か
され、2016年にクラウドファンディングを立ち上げるとあっという間に100万円の寄付金を集めて
しまったそうです。

2．本を編纂するのにあたって着目した点は？

莫大な資料を目の当たりにした編纂委員の皆さんはどうまとめればよいのかを考えました。

2-1．歴史書としての『なごやボランティア物語』：

編纂の最大の目的の一つを歴史書としてボランティア活動の記録を伝えることにしました。
そのためにこれまでの50年間の歴史を三つの区分に分けることにされたそうです。
ぜん し

1）
「前史」の時代：戦後から「奉仕活動」などと呼ばれていた時代を経て1980年までの時代を「前史」
そうせい き

：高度経済成長期後の安定成長期に移った1981年から1994年までを「創
としました。2）
「創成期」
てん かい き

成期」としました。3）「展開期」：阪神・淡路大震災が起きた1995年（ボランティア元年）から現
在までを「展開期」としました。

2-2．物語としての『なごやボランティア物語』：

たくさんある種類や団体のボランティア活動のすべてを1冊の本の中で語りつくすことはできません。

また、多くの方に読んでもらうために企画の段階からどのくらいのボリュームの本にするのかという
考え、その結果、ボランティアの分野を四つに絞ることにしたのです。
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1）「高齢者」、2）「障害者」、3）「子ども」、4）「災害」に関するボランティア活動を主に取り上

げる方向性とすることに決めました。

そして、なんといっても、この『なごやボランティア物語』のメインは25名の名古屋のボランティ

アのパイオニアたちのインタビュー記事です。どれも心を動かされる素晴らしいお話で「インタビュー

の中でのベスト3をあげてください。」と質問したところ、織田さんから返ってきた回答は、「どのイ
ンタビューもすばらしくすべてのインタビューがベストです」ということでした。編纂委員の方々が
手分けして書かれたこのインタビュー記事のひとつひとつが名古屋のボランティアの起源なのです。

3．編纂委員のみなさんのボランティアに対しての思い：

3-1．どんな人に『なごやボランティア物語』を読んで欲しいですか？

「特に高校生などの学生さんやこれからボランティアを始めようとする方々に読んで欲しいです。

ですから編纂にあたっては、高校生の方に読んでもらえるようなわかりやすい内容と文章にしました。」
3-2．これからボランティアを始めようと考えている人へのアドバイスは？

織田さんが即答してくれました。「出会ったところから始めればよいのだと思います。やってみて

自然に見えてくるものです。勉強会に参加してみる方法もあります。この『なごやボランティア物語』
の中にでてくる多くの人も、ひょんなことから社会の中の困難をみつけてしまい、そんな困難を乗り
越えようとして進んで来た人たちの物語なのです。」

3-3．『なごやボランティア物語』の出版の意義とは？

ボランティアの運動的側面を重視して活動している渡辺さんはこうおっしゃいました。「社会に問

題があることが見つかったとして、すぐに改善のための条例や法律が作られるわけではありません。
その前に困難や課題などを見つけて乗り越えようとする人たちがいて、実際に課題に向けて活動して

こられた方々の軌跡があるからこそ制度化されるわけで、その行動の記録、歴史がこの『なごやボラ
ンティア物語』なのです。」

4．今後のボランティアは？

1995年に起きた阪神・淡路大震災を契機に災害ボランティアが結成されたように、社会の変化と

ともに新しいボランティアの分野が誕生し、ボランティアの種類も変わってくるでしょう。ましてや

今回のコロナウイルスの問題は産業革命以来、人々の生活にもっとも大きな時代の変化をもたらすと
も言われていて社会の価値観も変わっていくでしょう。」

ただ、偶然に困難に出会ってしまって、その問題を乗り越えようとす

るボランティアの原点は変わらないのかもしれませんね。

5．最後に：

思わず手にとってみたいと思わせる『なごやボランティア物語』の表

紙は、
「なごやのボランティア史編纂委員会」のみなさんが出版社「風媒社」
さんから推薦してもらった絵の中から選んだものだそうです。描いたの
おぎしたじょう

は少年画家、荻下丈さんです。描かれている人それぞれに「物語」があり、

「どんな人がいてもいいんだ」と投げかけ励ましてくれる暖かくストレー
トな名画です。

なごやボランティア物語（表紙）

『なごやボランティア物語』は「歴史書」とし

ても「物語」としても2020年最もおすすめの1
冊です。是非、みなさんも読んでみてください。

【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
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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

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：旅する食いしん坊 YM〉

取材先

ポストの会

松宮道雄さん

使用済み切手を仕分けし、福祉活動資金などに変えるポストの会。
ポストの会設立当初から活躍している松宮さんにインタビューしました。

●きっかけ

伴侶の介護をしながらでもできる活動はな
いかと考えていた2015年頃、『ふれあい名古
屋』で使用済み切手の仕分けボランティア募
集記事に出会ったのが活動のきっかけだとおっ
しゃるのは「ポストの会」の松宮さん。大半
が創設以来のメンバーだという皆さんを名古
屋市総合社会福祉会館6階の活動室にお訪ねし
て話を伺った。

●活動

市民から社会福祉協議会に届けられたたくさ
んの切手を周囲の台紙を少し残すように慎重に
切り抜いていくのが主な作業。メンバーは毎月
1回、朝10時から午後4時までの間の都合のよ
い時間にここへ来て作業をすることになってい
るが、中には家に持ち帰って作業の続きをして
くださるメンバーもいるとか。皆さんが切り抜
いた切手の入った大きな箱を持たせていただく
とずっしり重かった。松宮さんの説明では、「ポ
ストの会」の作業によって形を整えられた切手
は最終的に商品となって、その収益が社会福祉
のために役立てられるとのことだった。

●好きなことを持とう

切手収集の他にもバイオリン演奏、プラモデ
ル作りなど多彩な趣味を持つ松宮さん。人生後
半戦を豊かに過ごすには現役時代から何か好き
なことを持つことが
大切だというその言
葉には説得力があ
る。長年かけて集め
た切手コレクション
は若い時に一度ド
仕分けをするメンバー
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サッと捨ててしまったが、しばらくしてからま
た集め直したと微笑む。「ポストの会」でも、ご
自分の切手コレクションを持ってきて、仲間に
解説する等、切手愛好家としての経験や思いが
たくさん生かされている。

●恩おくりをつなぐ

家族を介護した時、おおぜいの人たちに支え
られた。今度は自分が誰かのためにできること
をしようと、「ポストの会」の他にも、ジェント
ルマンの会（男性介護者交流会）などへの活動
参加も続ける。今回はお一人ずつの声をゆっく
りお聞きする時間がなかったが、おそらく「ポ
ストの会」メンバーの皆さんもそれぞれの『恩
おくり』をなさっているに違いない。

●「ポストの会」から

切手は周囲に少し台紙のある状態でお届けく
ださい。シール切手でもかまいません。外国の
人たちも喜ぶ美しい日本切手を歓迎します。ま
た、一緒に活動して
くれる仲間も大歓迎
です。興味のある方
はお気軽にお問い合
わせください。
ピンセットで切手を仕分ける様子

【お問い合わせ】
ポストの会（名古屋市社協 ボランティアセンター）
TEL：052-911-3180
FAX：052-917-0702
活動場所：総合社会福祉会館（北区清水4-17-1）
活動日：毎月第3木曜日 10～16時

ふれあい名古屋 No.130
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フリースペース でらねこ
【活動紹介】

「フリースペースでらねこ」は不登校という選択

【代表者の思い】
フリースペース

をした子どもたちに居場所を提供する団体です。

でらねこは、家で

て設立し、
「フリースクール西念寺」を始めました。

ない新しい居場所、みんなが安心して過ごせる居

「でらねこ」は不登校経験者の高校生が発端となっ
だらだら＋お寺＋ねこ

という言葉の組み合わ

せで、「でらねこ」という名前がつきました。

普段は名前の通り、だらだらしたり、子どもた

ちの発想を大切にして、様々な遊びやイベントを
行っています。

最近は、お寺の境内の一角をつかって、外遊び

や BBQ をしたり、お寺に集まる様々な人たちに

もなく、学校でも

境内で遊ぶ子どもたち

場所を作りたいという思いからできた居場所です。
最初は自分の為にも作った居場所でしたが、色々

なご縁があり、色々な人が集う場所になりました。
人と過ごす中で、日々様々な発見があって、今で
は私からも、集う人からも「大切な居場所」になっ
てるのかな、と思います。

向けて、カフェを開いたりしました。

子どもたちの豊かな発想や新しい発見や学びに、

見守っている私たちも驚かされています。
【お問い合わせ・ボランティア希望】
フリースペースでらねこ（西念寺）
TEL：052-731-4701
FAX：052-717-2495
活動場所：千種区千種2-9-20
活動日：毎週月・金曜日

お寺の中で遊んでいる様子

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき
新型コロナウイルス（COVID-19）が全世界に広まりました。あっという間に愛知にまで100人
以上の感染者が出てしまいました。現実味がなく、自分の身近に危険が潜んでいると思うと、不安な
気持ちでいっぱいです。
緊急事態宣言により学校は約3カ月休校となり、今でも時差登校が続いています。コロナによって
学校の遠足が中止になり、高校生活最後の文化祭がなくなってしまって、とても悲しい思いでいっぱ
いです。6月の下旬から学校が再開しましたが、授業数が足らず夏休みが半分くらいに減らされて、
20日間くらいになりました。大学は WEB オープンキャンパスになってしまって、学生たちの雰囲
気や実際の移動距離を体験することができないので、志望している大学がまだ決まってない私にとっ
て非常に不利な状況です。
今自分にできることは、
「3密」を避け、手洗い・うがい消毒をし、マスクを着用することしかできま
せんが、少しでも早く新型コロナウイルスが収束することを願っています。ペンネーム：h.s ペンギン
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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
キノコたっぷりの熱々あんで心も体もほっこり

キノコあんの厚揚げステーキ
厚揚げは木綿豆腐を油で揚げているため、 脂質とカロリーが少
し高め。しかし、 豆腐に比べてタンパク質、カルシウム、 鉄分が
多く含まれる健康食品です。脂質が気になる場合は油抜きをしましょ
う。グリルやフライパンで焼いても OK です。
秋が旬のキノコは食物繊維やミネラルが豊富。マイタケやナメコ
など好みのものを入れてください。
材料（2人分）

おろしショウガ

● 

● 

● 

● 


小さじ2
【水溶き片栗粉】 ● 水
● 片栗粉
小さじ2

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。

⑤↓

①→

②→

⑥↓

⑩↓

C
⑦↓

E

A
⑧↓

⑨↓

③→

D
④→
B

2

シイタケは薄切り、シメジは石づきを切り落としてほぐす。
エノキダケは根元を切り2等分する。エリンギは食べやす
い大きさに切る。

3

鍋にだし汁、みりん、しょうゆを入れて火にかける。
ひと煮立ちしたら2のキノコを入れる。 火が通ったら水溶き
片栗粉でとろみを付ける。

4

器に1の厚揚げを置き、3のキノコあんをかける。青ネギを
散らし、おろしショウガをのせる。

ヨコのカギ

⇨

①フランス発祥の貝殻の形をした焼き
菓子
②ｐ8「きらっとボランティア・NPO
らいぶ」で紹介。「○○○の会」
③サンタクロースのそりを引いている
動物
④スイスは「永世○○○○○国」

⇩

タテのカギ

プレゼントつきクイズ

厚揚げは食べやすい大きさに切り、オーブントースターで
こんがりと焼く。

小さじ1

だし汁 150cc
みりん 大さじ1
● しょうゆ

大さじ1

厚揚げ（正方形） 2枚
シイタケ 1枚
● シメジ

1/4パック
● エノキダケ

1/4パック
● エリンギ

1本
● 青ネギ

（小口切り） 適量
● 

1

⑤少量の水分を吸い上げる道具
⑥果汁とソーダ水と砂糖を混ぜた飲み物。
「レモン○○○○○」
⑦赤い野菜。ケチャップの原料にもなる
⑧結び付き、きずな。「地域の○○○○」
⑨ｐ5「リレートーク」の渡部さんは
「昭徳会名古屋○○○○寮」の職員
⑩ｐ4「社協活動最前線」で紹介。熱田区
社協が目指すのは「○○○○つながり」
のあるまち」

【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2020年10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】
2021年1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。

前回の答え

こ い の ぼ り
①→

⑧↓
な Cの は な
だ い Aこ ん
②→

③→

⑨↓

た い そ う
④→
⑦↓

ぼ ー り ん ぐ
⑤→
つ
す ま Bい る

D

ち

⑥→

あ Eり す

や

【広告】
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インフォメーション

社協からのお知らせ
赤い羽根共同募金へご協力お願いします
今年も10月1日から全国一斉に募金運動が行われます。
皆様からの寄付金は多様な福祉活動に活用させていただきます。
今年もどうぞご協力お願いいたします。
なお、募金の使いみちはホームページ「はねっと」
（https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do）で紹介しています。
お問い合わせ

名古屋市共同募金委員会
TEL：052-911-3192 FAX：052-913-8553

ポストコロナ社会で私たちができることを考える講座

受講者募集

コロナ感染症が与えた地域福祉への影響や現状、実践例を学び、自分に何ができるかを考える講座を開催します。
日

時：①10/26（月）、②11/2（月）、③11/4（水）、④11/16（月） 各日13:00～15:30
（②③はオンライン受講可能）
場
所：名古屋市総合社会福祉会館（北区清水四丁目17-1 北区総合庁舎内）
定
員：各日25人（申込多数の場合は抽選、②③のオンライン受講は定員なし）
受 講 料：500円（全4回分）（②③のみは無料）
申込締切：10月9日（金）必着（空きがあれば締切後も申込可能）
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により開催方法を変更する場合があります。
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

申込 QR コード

FAX：052-917-0702

書道作品の展示のご案内
令和2年2月11日の障害者差別相談センター市民講演会において、ダ
せ き じょう き ご う
ウン症の書家 金澤翔子さんに席 上 揮毫（書道パフォーマンス）してい
ただいた作品を本会に寄贈していただきました。名古屋市総合社会福祉
会館5階「福祉のひろば」に展示していますので、お越しの際は、躍動
感あふれる作品をぜひご覧ください。
※ 現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「福祉のひろば」への
立入りを禁止していますので、正面からご覧いただくことはできません。

名古屋市福祉基金のお知らせ
福祉基金では、寄付額により名古屋市長または本会会長名による感謝状
贈呈を行っています。
いただいたご寄付は
★地域ぐるみの福祉活動の応援★ふれあい給食サービス事業の推進★ふれあ
い・いきいきサロン活動の推進★地域での助けあい・支えあい活動に取り組
む団体等の立ち上げや活動を支援★地域の子ども応援事業★はばたきサポー
ト事業（児童養護施設等入所児童への応援）★おもちゃ図書館の運営
等に活用させていただきます。
本会での福祉基金感謝状贈呈式の様子
（岐阜信用金庫様、令和2年4月28日）
毎年「ぎふしん愛の募金キャンペーン
活動」等での募金を寄付していただい
ています。

●企業や団体の「社会貢献活動」として●お祝いや香典返しにかえて（市長・
本会会長連名の挨拶状サービス）●貯金箱のお金を●遺贈として
※ 福祉基金や本会への寄付や寄贈に対しては、所得税や法人税、相続税の
優遇措置があります。
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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

市社協サポーター（賛助会員）のご紹介

福祉基金への寄付

令和元年度・令和2年度会員（令和2年8月31日現在）

令和2年3月1日～令和2年8月31日受付分（敬称略、 順不同）

株式会社長谷工コーポレーション / フクシマガリレイ株式会社 /
株式会社夢グループ / 岐阜信用金庫 / 東要約筆記ボランティア
サークル / 海野 稔博 / 淺岡 道子 / 鈴木 善道 / 川井 孝司 /
和野 恵一 / 名古屋市健康福祉局職員ワンコイン運動 /
名古屋市社会福祉協議会職員ワンコイン運動 / 匿名20件

市社会福祉協議会への寄付

令和2年3月1日～令和2年8月31日受付分（敬称略、 順不同）

金澤 翔子・泰子 / 株式会社中京銀行 / 淺岡 道子 / 川井 孝司 /
株式会社武田コーポレーション / 匿名1件

なごや・よりどころサポート基金への寄付
令和2年3月1日～令和2年8月31日受付分（敬称略、 順不同）

名古屋中ロータリークラブ / 水谷 巍 / 名古屋名南ライオンズクラブ / 匿名1件

（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3月1日～令和2年8月31日受付分（敬称略、順不同）
蔦井株式会社 / 北区鯱城会 / 北区消費者クラブ 髙見 美智子 / 権利擁護センター / 昭和区福祉課 / 川井 孝司 / 寄鷺会 / 太子学区ウォーキング＆ランクラブ /
健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課 / 南区民生子ども課 / 昭和区高齢者はつらつ長寿推進事業参加者一同 / 天白まちづくりサポーター / 北区民生子ども課 /
ハリキッテ友の会 世話人 毛利 碩 / 平針南民生委員児童委員協議会 / 水野 敬子 / 松岡 博 / 瑞穂区役所民生子ども課 / シルバー人材センター /
瑞穂鯱城会 / 養護老人ホーム誠和荘 / 千種・東・北・瑞穂・熱田・南・守山・緑・天白区社会福祉協議会受付分 / 匿名13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
公益財団法人ジョイセフ
NPO 法人誕生日ありがとう運動本部
公益社団法人 日本動物福祉協会

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
会報発行費やその他活動

コロナ禍における寄付
3月以降、多くの団体・個人の方々からコロナに関連した寄付の相談をいただき、マスクや医療用ビニールガウン等の衛生・医
療用品、弁当、菓子や野菜等を、学童保育、生活困窮者支援団体や福祉施設等に寄付させていただきました。ご寄付いただいた皆
さん、ありがとうございました。

じむきょくちょうのつぶやき
かつての科学技術の象徴、鉄腕アトム誕生から70年。アトムの舞台21世紀に待っていたのはコロ
ナでした。確かに科学技術が日々の便利さを運び、飛躍的なグローバル化が進みましたが、その先に
見えたのは豊かさだけではなかったようです。震災の時も同じ議論がされましたが、今求められるの
は科学や経済成長の知恵ではなく、幸福の価値観の転換かもしれません。福祉の世界でも「ディスタ
ンスを取りながらの絆」、「密を作らない地域共生」…また新たな難問が立ちはだかっています。

名古屋市社会福祉協議会事務局長
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.130」 発行日： 令和2年10月1日
発行部数： 12,000部
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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

立松 博

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

