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社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 広報紙

今回の特集は、
名古屋市南区の

コミュニティーソーシャル
ワーカーのお二人に
お話を伺いました。
関連記事：2・3ページ
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【特集】福祉クローズアップ

地域と複数の機関がつながって、複合化する問題に対応
～「包括的な相談支援体制」構築のための調査、支援から見えてきたこと
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A p r i l

2 0 2 1



特集ページ

特集 : 福祉クローズアップ

多機関がつながることで可能になる
「断らない相談」
　地域の相談支援機関には、区役所、保健セン
ター、いきいき支援センター、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
ターなどがあります。包括的な相談支援体制は、
困った人が最初にどこへ相談に訪れても、必要
があれば複数の相談支援機関が連携して支援し
ていこうとするものです。ただ、機関によって
役割や分野、支援のスタンスや理念が異なるた
め、その違いを踏まえた上で支援を継続するこ
とが必要となります。
　従来、各機関は縦割りで、専門外の問題に対
処しづらい傾向がありましたが、包括的な相談
支援体制ではどんな相談でも受けとめる「断ら
ない相談」を目標としています。これを実現す
るには多機関協働の中核となるコーディネー

ターが必要で、馬場さんたちはコミュニティ
ソーシャルワーカー（地域でさまざまな問題を
抱えている人を支援するスタッフ）として、そ
の役割を担いながら調査を行い、支援のあり方
を探ってきました。

制度の狭間の問題には
個別に支援方法を考える
　南区は名古屋市16区の中でも高齢化率や生
活保護率が一番高く、精神障害者保健福祉手帳
を持っている方も多い区です。80代の親が50
代のひきこもりの子どもの生活を支える8050
問題に加え、その子に障がいの疑いがあるなど、
複合的な問題を抱えている家庭もあります。
　調査では、各機関が抱える制度の狭間にあり、
対応が難しいケースが136件上がってきました。
多い順に「支援拒否」54件、「精神疾患や知的
障がいの疑い」46件、「経済的困窮だが生活保

　これまで福祉課題に対応するため、その対象を高齢者、障がい者、子どもと限定し、対応する制度を
確立してきました。しかし最近はいわゆる8050問題、引きこもり、ごみ屋敷など課題が多様化、複雑
化し、既存の制度のみでは解決できない問題が増えてきています。こうした制度の狭間に陥った問題に
対応するため、厚生労働省は包括的な相談支援体制構築の整備に乗り出しました。
　名古屋市は現状を把握するため、なごやか地域福祉2020の策定、推進にあたり、名古屋市社会福祉
協議会へ平成31年4月～令和3年3月、南区をモデル区として調査・検証を委託。そこから浮かび上がっ
てきた成果、課題について、コミュニティソーシャルワーカーとして活動する南区社会福祉協議会の馬
場さんと長濱さんにお話を伺いました。

地域と複数の機関がつながって、
複合化する問題に対応
～「包括的な相談支援体制」構築のための
調査、支援から見えてきたこと

名古屋市南区社会福祉協議会
　次　長　　馬場貫太朗さん（右）
　主　事　　長濱　康太さん
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護の基準外」45件、「8050ケース」27件などで、
支援拒否の多さに驚きます。周囲が心配してい
るのに本人は困り感や病識がないため支援を拒
否されてしまうようなケースでは、まずは接触
するためにアウトリーチを繰り返し、本人と信
頼関係を築くための糸口を探ります。
　最近は65歳未満で生活課題のある人からの
相談が増加。65歳以上なら高齢者としていき
いき支援センターへ、障がいがあれば障害者基
幹相談支援センターへ相談できますが、どの支
援機関へもつなげられず、狭間に陥るケースが
増加しているといいます。
　「縦割りの制度ではどうしても解決できない
問題が増えているという実感がある」と馬場さ
ん。そのため、その人の生活課題やニーズを把
握し、現在ある制度に当てはめるのではなく、
その人に合った支援方法を一から考えます。必
要に応じて、関わりのある機関に声をかけ支援
会議を開催することもあります。
　2年間で実際に対応したケースは約65件で、
そのうち継続支援しているケースは約20件。
支援は、寄り添いながらひとつずつ課題の解決
を試みるほか、接触できずアプローチを模索し
続けているケースもあります。
　長濱さんは、脳の疾患から回復したが健康状
態が不安定な50代の男性を
担当。ご本人に就労意欲はあ
るので、まずは体力作りのた
めに長濱さんが細めに外出に
同行して徐々に自信を回復。
いずれ就労支援の機関につな
がることを目標にご本人と取り組んでいます。

地域との連携が不可欠
　このような丁寧な活動を続けても、地域には
セーフティーネットからこぼれ落ち、必要な支
援にたどり着けない人がまだまだ多くいます。
「声なき声をいかに拾うか。私たちだけでは難

長濱さん

しいが、地域の方と一緒になって掘り起こして
いきたい」と馬場さん。
　困り事にはちょっとしたものから深刻なもの
までありますが、サロンや見守り活動、住民の

ちょっとした困りごとを地域
住民の支えあいで解決する活
動に取り組んでいる地域と相
談支援機関がつながること
で、どんな人にとっても暮ら
しやすい地域を共にめざして

いきます。

ネットワークは広く、密に
　今後の展望として、馬場さんからは「2年やっ
て来て、つながりも実績も増えていると実感し
ている。今後はさらにネットワークを強固なも
のにし、地域の方々と連携していきたい」、長
濱さんからは「地域の方との関わりをもっと深
めたい。様々な分野のケースを積み重ねる中で、
自身で対応できる幅を広げていきたい」と話し
ていただきました。
　具体的には、ネットワークでいえば、区役所
を始めとした公的機関だけではなく、例えばひ
きこもりの支援を行っている NPO やさまざま
な民間団体、子ども分野の支援機関と積極的に
関わっていきたいとのこと。
　地域でいえば、困り事を抱える本人が地域で
生活する力を高めていくこと。そのためには地
域の中に居場所があり活躍する場があることが
必要で、そういう場やしくみを地域の人たちと
一緒に考えていきたいということでした。
　包括的な相談支援体制を構築するには、困難
を抱える人に寄り添いながら、地域とのつなが
りの中で支えていくことが重要です。今回の調
査・検証の成果が今後の市の「包括的な相談支
援体制」構築に生かされていくとのことです。

馬場さん
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社協活動最前線 

複数の相談支援機関・団体等が協働して包括的な支援を展開
～「学区社会福祉協議会」と「総合支援型社協」の実践から～

社協活動最前線 Vol.44 昭和区社会福祉協議会
今回は

地域福祉活動計画に基づいた展開
　昭和区社協では、地域福祉活動計画において、総
合支援型社協を目指し、各学区の方々や社会福祉関
係者とともに取り組んでいます。
　その要となるのが、各学区社会福祉協議会の活動
です。昭和区では、第3次地域福祉活動計画（平成
26～30年度）の一環として、小地域で地域福祉活動
を継続的・計画的に推進していくため、地域福祉推進
協議会の名称を学区社会福祉協議会（以下、「学区社
協」という）に変更するとともに、各学区において目
標を定めて課題解決に向けた事業を実施しています。
　そこで、今回は学区社協と区社協が、関係機関や
市民活動団体と協働して取り組んでいる事例を紹介し
ます。

地域住民、民間団体、支援機関のネットワーク
による支援
　松栄学区は、区内でも早い時期から学区社協とし
て組織の強化を進め、地域支えあい事業（相談窓口）
や見守り活動、ふれあい・いきいきサロン活動などに
取り組んできました。
　「何かあったとき、どこの支援機関につなげるのか。
それが分かっていれば安心して手伝ってもらえると思う」
と区社協の角田瑞帆さん。松栄学区社協の会長を務
める原田由美さんも「ここまで学区の方が一緒になっ
て幅広く考えていくのは、昭和区の特徴」と話します。
　従来、子ども食堂を中心に子育て
家庭の支援に取り組んできたつなぐ子
ども未来（以下「つなぐ」という）では、
コロナ禍において開催が難しくなった
子ども食堂に代わり、夕食のお弁当を
届ける活動をはじめました。
　お弁当を届けることを通じて、定期
的に訪問することができ、困りごとが
あったらすぐに対応できるようになって
います。自分たちの学区で暮らす子育
て家庭を支えていきたいという考えか
ら、お弁当の調理には松栄学区社協

の伊藤光子さんと高木紀子さんも協力しています。
　つなぐの安藤綾乃さんは、「私たちのような民間団
体と地域団体、社協、行政機関が協働して、地域の
中で取りこぼしのない社会をつくっていきたい」。実際
に、松栄学区社協の伊藤早苗さんは「相談のあった
方を訪問したとき、つなぐのお弁当を紹介したことが
ある。こういうつながりが増えるといい」とこういった
活動に対して、手応えを感じています。
　いきいき支援センターの長谷川里実さん、西野香
緖里さんも「自分からSOSが出せない人の場合は周
囲の方から相談が上がることが多いので、地域住民
や団体と専門職が連携しながら解決していけると良い」
とのお話がありました。

地域共生社会の実現に向けた総合的な支援の
展開
　現在、松栄学区の事例に限らず、他の学区におい
てもその地域の課題やその人が抱える課題に応じた
支援を展開する取り組みが広がりつつあります。
　区社協の渡辺さくらさんは、「地域の方々の声を大
切に“誰もが誰かの力になれる昭和区”を目指して、
今後もさまざまな課題を抱えた世帯や地域福祉活動
に取り組む方々に総合的な支援を展開できる社協とし
て成長していきたい」と、今後の意気込みを語ってい
ます。

上段左から
昭和区社会福祉協議会
　主事　渡辺さくらさん
　地域福祉推進スタッフ　角田瑞帆さん
一般社団法人つなぐ子ども未来
　代表　安藤綾乃さん
昭和区西部いきいき支援センター
　社会福祉士　長谷川里実さん
　保健師　西野香緖里さん
下段左から
松栄学区社会福祉協議会
　推進委員　高木紀子さん
　副会長　伊藤早苗さん
　会長　原田由美さん
推進委員 伊藤光子さん

【
広
告
】
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ふれあい名古屋No.132リレートーク /ながら体操

44リレートーク

　社会福祉事業に初めて携わったのは、名古屋
市民生局の職員として採用された1973年（昭
和48年）4月です。以来、一時期を除き45年
余りを、何らかの形で関わってきました。社会
福祉とは無縁だった私が、どうにかこの世界で
生きて来られたのは多くの諸先輩のおかげだと
感謝する日々です。
　最初の仕事は生活保護ケースワーカ―（CW）
でした。その時、ベテランの面接員からCW
の心構えとして「御用聞きにはならないよう」
教えられました。そのことの意味が分かるには
何年もかかりました。3年間は被保護者のニー
ズに応えることに精一杯でしたが、保護の仕事
を一旦離れ、児童・障がい者支援等と経験する
中で、問題を俯瞰的に見る視点、時間の経過の
中で見る視点を少しずつ身につけ、漸く先輩職
員の言っていた意味が分かるようになりました。
　総合リハビリテーションセンターの開設準備
事務では、各種規程の策定、職員採用、職員
研修等の事務の一部を担当しましたが、そこで
も先輩職員の俯瞰的・時間的に物事を見て、決
定していく過程をつぶさに見る機会になりました。
その経験が、後年大いに役立ったところです。
　この仕事はストレスが多く、辛い思いをする
こともあります。仕事に迷いが生じたとき、よっ
て立つ価値観が問われますが、支えとなってく
れるのは先輩たちの助言と支援だと考えます。
残り少ない職業生活を感謝の気持ちを持って終
わることができればと念じています。

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11回 肩甲骨ストレッチ
肩甲骨を大きく動かして、
肩と首のこりをほぐします。

名古屋市にじが丘荘

荘長 大
おお

竹
たけ

一
かず

夫
お

さん

名古屋市緑寿荘
介護リーダー

河
かわむら

村 陽
ようすけ

介さんへバトンタッチ

次回は

両腕を肩の高さに上
げ、肘を90度上に曲
げます。

左右の肩甲骨を寄せ
て、1分間、腕をゆっ
くりと上下します。肩
甲骨が動いていること
を意識しましょう。

次は「肩回し」です。
指先を肩に置き、胸を
張ります。

肘で 大きな円を描くよ
うに、肘をゆっくりと
回します。肩甲骨の動
きを意識して、前、後
ろ、それぞれ5回ずつ
回します

【
広
告
】
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ほっとはあとコーナー

おてらおやつクラブ「その後・今・これから」本号のテーマ

「おてらおやつクラブ」のあゆみ
２０１３　大阪で子どもとお母さんが飢餓状態で発見される事件が起こる。
２０１４　おてらおやつクラブが発足する。
２０１７　特定非営利活動法人おてらおやつクラブ設立。　※『ふれあい名古屋』取材
２０１８　おてらおやつクラブの仕組みがグッドデザイン大賞（内閣総理大臣賞）に輝く。
２０２０　奈良県より「認定NPO法人」として認定される。
２０２１　今・・・そして未来へ。

●Gマーク認証を受けた「美しい」システム
　おてらおやつクラブは、2018年度グッドデザイン大賞に輝きました。
「人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものごとすべてをデザ
インとしてとらえる」、認証機関はそう定義しています。一日一食の食
事にも困る子どもたちの「ない」と、たくさんのお供えが寄せられるお
寺の「ある」をつなぎ、子どもの貧困問題解消に向けて長期的な目線を
もって取り組んできたおてらおやつクラブの仕組みが、美しいシステム
として評価されるのは自然の流れだったかもしれません。
●分かりやすさ、そして・・・
　現在、おてらおやつクラブとして活動するお寺は全国に1,588か所
（2021/３月時点）、前回取材時からわずか4年でその数は倍増していま
す。お寺に集まった『おそなえ』を支援団体を通してさまざまな事情に
より生活に困窮する世帯へ届けるという明快なシステムであること、そ
して日本の昔ながらのお寺の習慣に注目し、社会問題解決のために仕組
み化・ネットワーク化したことが社会の共感を生み、広がりにつながっ
たに違いありません。
●「横」にいる存在でありたい
　協力してくださる皆さんの中には「お手伝いさせていただいてありが
とう」とおっしゃる方もいらっしゃるそうです。「今できることは、支
援するしないにかかわらず、ただ横にいる存在でありたいです。大切に
しているのは、箱を開けた子どもたちの笑顔につながるように、丁寧に
綺麗におやつを詰めることですね。支援を望まれているひとり親家庭は、
コロナ禍前の昨年２月と比べ、約４倍近くに増えています。感染防止の
ため、直接手渡しできないこともありますが、支援者が相手も想いなが
ら手書きする“おすそわけ送付状”は必ず添えています。引き続き全国
の皆さんからの『おそなえ』をぜひお願いいたします。」とおっしゃる
高山さんです。
●まずは関心を持ってください！
　「関心を持っていただけた方は、どんなもの・ことが必要とされてい
るのかを下記までお問い合わせください。」というのが、久遠寺・高山
さんから読者へのメッセージでした。

▶高山さん：真宗高田派賢隆山久遠寺：https://kuonji.net/
▶認定NPO法人おてらおやつクラブ：https://otera-oyatsu.club/

全国のお寺に集まる食品や日用品などの『おそなえ』を仏さまからの『おさがり』として、さまざま
な事情でお困りの世帯へおすそわけするのが、「おてらおやつクラブ」の活動です。2017年の初取
材から4年後の今年、東海地区で活動する久遠寺・高山信雄さんに“続けるための仕組み” について
うかがいました。 ※写真は皆さんの笑顔が見えるように、コロナ以前のものをお借りしました。

〈インタビュアー：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。

外国人ヘルプライン東海

【団体概要・活動内容】
　自分達の子どもが小さい頃から交流してきた
お母さんグループが、平成11年「わくわく」と
なり、名東区のうりんこ劇場を拠点に活動して
います。入園前幼児と親の子育て「ぴよぴよサー
クル」（毎月第2・4火曜日10：30～）と小学生
の表現活動講座「役者体験」が活動の中心です。
地域の子育てを応援したい、子ども達に健やか
に育ってもらいたい、の思いから私達が出来る
ことを継続しています。

【活動に参加している方の思い】
　今年度はコロナ禍で緊急事態宣言中はお休み
等、例年通りにはできませんでした。「ぴよぴよ
サ－クル」では、幼児は読み聞かせで絵本にふ
れることができ、母親はくつろいだ交流を楽し
んでいます。毎回のふれあい遊びは家での親子
遊びの参考にもなると感じています。「役者体験」
では子ども達は自由に表現する体験をします。
子ども達の成長を見守ることができるのは嬉し
いことです。

子育て支援グループわくわく

最近の様子、子どもは元気！以前のクリスマス会の様子

名古屋市名東区梅森坂2-1001（斉藤）
Tel･fax：052-703-4181
携帯：090-1181-8195
E-mail：jksaitou@qc.commufa.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。

【団体概要・活動内容】
　私たちは、外国人住民の方々の困り事を解決
するための取り組みを行っています。
　「多言語のなんでも相談会」、通訳派遣や同行
支援活動を通じて、専門家や行政機関に繋げ、
解決するまで支援します。活動から見えてきた
課題を発信し、様々な機関と連携しながら、新
たな仕組みを提案し、多様な背景をもつ人々が
ともに助け合って暮らせる多文化共生社会の実
現を目指しています。

【活動者からのメッセージ】
　みなさんのご家族、職場、ご近所に外国から
来た人はいませんか？　自分が生まれ育った国
ではない国で、悩み事を抱えたり、困難にぶつ
かったりしたとき、問題を解決するのは簡単で
はありません。それは、言葉や、文化、制度が
異なるためです。
　私たちはこれらを「心の壁」「言葉の壁」「制
度の壁」と呼びます。私たちはこの壁に直面し
た人々に寄り添いたいという思いで活動を行っ
ています。

住所：名古屋市中区新栄町2-3 YWCAビル7F
電話番号：090-3968-5971
E メール：fhelpline.info@gmail.com
URL：https://fhelplineinfo.wixsite.com/website-1

【お問い合わせ】

シンボルマーク「ち・きゅうくん」zoom 開催のコミュニティ通訳講座
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●生け花との出会い
　松田さんが生まれた当時は、近所の人たちとのつきあい
や来客者へのおもてなしの点から一家の長男は、お茶やお
花をたしなみとして習う習慣があったそうです。
　そんな環境で松田さんは高校を卒業するとお茶やお花を
習い始めました。
　「お花」は「池坊」（いけのぼう）の流派の先生の指導を
受けるようになったそうです。
　それまでの日本の歴史においては、「お茶」や「お花」は
男性が行うのが主流でしたが、明治に入り女学校で教育科
目になると女性の習い事として広まっていったそうです。

●ボランティアへの参加のきっかけ
　松田さんは、定年後は主に「池坊流派」の「お花」の先
生に対して指導する仕事をされてきましたが、松田さんの
お母さまがヘルパーさんの世話を受けるようになると社会
福祉協議会とのつきあいも増えていきました。そんな中で
社会福祉協議会から生け花教室のボランティアをやってみ
ないかと誘われて松田さんは快く了解したのです。
　2～3日間の日程で学べる20～30人のお年寄りを対象と
した生け花教室は人気で、毎年の参加を楽しみにしている
方々もたくさんいます。この教室を皮切りに名古屋市を含
め各地の地方自治体から声がかかり、生徒さんの対象もお
年寄りから小さな子どもにまで広がっていったのです。

●竹を材料として花器（かき）も作るよ
うになっていった松田さん

　松田さんはご自分でも花器を作るようになっていきまし
た。
　花器とは、花を生けるための器の総称ですが、松田さん
の作る竹の花器はプロフェッショナルで、中には「鼎」（か
なえ）と呼ばれる中国古代の祭器や礼器をかたどったもの
もありました。

●初心者でも楽しむことができる生け花
　では、長年の経験や上手
な花器が作れなければ花を
生ける楽しさがわからない
のでしょうか？　そうでは
ありません。松田さんが生
け花を続けてこられた理由
のひとつが、花は美しく、
誰でも花と接することで心
がなごみ、花と関わること
で子どもは情緒的に優しい
子に育つことができる。花
と関わることで誰もが喜ん
でくれる。年齢に関わらず
花を通して友達関係を築けるからだそうです。
　ですから、ボランティアで初心者に花を教える際には、
花を生けるコツを教えるのであり、手直しのアドバイスは
するけれども、それをどのように仕上げるかは本人の思う
ままでよいともおっしゃられていました。
　花器についても牛乳パックを利用したり、生けることを
気軽に楽しんでもらうためにいつも工夫されているようで
す。

●日本の伝統文化としての生け花
　松田さんは初心者だけでなく生け花の先生の指導もされ
ています。
伝統のある日本の生け花の技や日本人の美の感じ方を伝え
ることにも使命感を感じておられるようでした。
　松田さん曰く、西洋の美が完全に左右対称のシンメトリー
な形状と豪華さを追求しているのに対して、日本の美とは
「余分なものを取り去り簡略化する美学」、「敢えて、正三角
形ではなく不当辺三角形の中に美を見出していく」ことを
追求していくことだそうです。もちろん、美を追求する中
で先人たちが伝えてきた伝統や所作をきちんと守りながら
未完成を作っていくことだそうです。
　「未完成」とは何か？　それは、「完成に向かって進んで
いく姿の表現」であり、「満開となった花ではなく、つぼみ
も生けることで完成に向かうことへの希望」を抱くことが
できるのです。「枯れ葉」にも価値を見出せる日本の美の感
性についても語っていただき、「現代の千利休」からお話を
伺っているように感じました。
　松田さん、お忙しい中ありがとうございました。

ボランティア・NPOらいぶきらっと

ほっとはあとコーナー

日本の美を華道を通して伝える伝道師！！
リレートーク、第2回目となる今回は、餅つきボランティアの柘植幸治
さんからご紹介いただいた華道の先生、松田孝治さんです。
50年以上華道を続け、幼稚園の小さな子どもさんからお年寄りまで幅広
く生け花を教えることで日本の美を伝え続ける松田さんの生け花との出
会いやボランティア活動を始めたきっかけ、生け花の素晴らしさについ
てお伝えいたします。

次回の取材先は、今回取材した松田さん推薦の伊藤修さんです！
伊藤さんは淳徳寺の前住職で、坊さんバンドを結成し、様々な地域貢献活動
をしています。お楽しみに！リレートーク

ボランティア・NPOらいぶきらっと

〈インタビュアー：シャオムー〉

松田孝治さん
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ふれあい名古屋No.132

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき

　桜の季節になりましたね。個人的には、名古屋城、鶴舞公園、山崎川の桜が好きです。
　新年度となり、新しい門出を迎えていらっしゃる方もいると思います。皆さんのお幸せをお祈り申
し上げます。
　今回の取材はZoomで行われたものもありました。恥ずかしがり屋の自分でも人の顔を直視する
ことができ、これはこれでいいなと思いました。
 ペンネームTS

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。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

ボランティアセンターからのお知らせ

『コロナに負けない
ボランティア・市民活動の取り組み』

のご紹介

　ボランティア活動の促進協働会議2020（本会を含む13
団体で構成）では、コロナ禍においてもボランティア・市民
活動を継続するためのポイントを整理した『コロナに負けな
い　ボランティア・市民活動の取り組み』を作成しました。
ぜひご覧いただき、コロナ禍での活動の参考にしていただけ
ればと思います。

名古屋市社会福祉協議会（担当：井本）
TEL：052-911-3180
FAX：052-917-0702

【お問い合わせ】

9



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2021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】
2021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 p2-3特集。馬場さんと長濱さんは
○○○○○○ソーシャルワーカーと
して活動中

② 魚類の精巣で食用にもなる
③ 過去を思い出してしのぶこと。映画
のタイトルにもなった

④ 五月雨をあつめて早し○○○川（芭
蕉）

ヨコのカギ（小文字も大文字とします）⇨ ⑤ ジェット機などから出る水蒸気などが凍
り、空にできるもの

⑥ 飛び道具の一つ。よくしなる棒に弦を張
り、反発力で棒を飛ばす

⑦ よしもとばななの青春小説のタイトル。
鳥の名前

⑧ p6「旬ボラを行く！」に登場。○○○
○○○クラブ

⑨ p7「ボランティア・NPOウォッチング」
に登場。○○○○○○ヘルプライン東海

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

　チヂミは韓国料理。日本のお好み焼きのように、主に小麦粉に
さまざまな具材を混ぜて焼きます。日本では外側はカリッ、内側は
モチモチの食感のチヂミをたれにつけて食べるのが一般的です。
　今回は定番のニラと、春から夏が旬のアサリをふんだんに使い
ました。アサリはビタミンB12やアミノ酸を豊富に含み、貧血予防、
動脈硬化や高脂血症の予防、肩こり解消、二日酔い防止などに効
果があるとされています。

③→

⑨↓

Ｄ

B

ＦＣ

Ｅ

⑥↓⑤↓

②→

①→

⑧↓

A

④→

Ｇ

⑦↓

1 ニラは3cmのざく切り、タマネギは薄切り、ニンジンは千
切りにする。つけだれは合わせておく。

2 ボールに小麦粉、片栗粉、顆粒だし、水を入れて混ぜ、
❶の野菜とアサリを入れてさらに混ぜる。

3 フライパンに油を熱し、❷を流し入れて中火で焼く。焼き
色が付いたらひっくり返し、裏側も焼く。

4
焼き上がったら食べやすい大きさに切り、たれにつけてい
ただく。たれには好みでおろしニンニクやコチュジャンを入
れても。

材料（2人分）

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

⑦↓

⑧↓

⑨↓

⑥↓

Ｄ

B

A

Ｃ

Ｅ

①→
⑤↓

②→

③→

④→

が

ん た

つね

う

ど
くさ

か ま

と

つ
は

か き

さ

つ

で

た

ちも

じ
よ

わ ー く

●  アサリ（むき身）　50g
●  ニラ　1/2把
●  タマネギ　1/4個
●  ニンジン　1/4本
●  小麦粉　50g
●  片栗粉　40g

●  顆粒だし　小さじ1/2
●  水　100cc
●  ゴマ油　適量

〈つけだれ〉
●  しょうゆ　大さじ1
●  酢　大さじ1
●  ラー油　適量
●  いりごま　適量

は つ も う で

アサリと野菜のチヂミ
たれで食べる韓国風お好み焼き

【
広
告
】
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ふれあい名古屋No.132インフォメーション

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1億4,851万円（一般募金約1億3,999万円、地域歳末たすけあい募金約852万円）
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。

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

お問い合わせ

総合社会福祉会館の全フロアに点字タイルを設置しました
　名古屋市総合社会福祉会館には、これまで5階受付への誘導用点字タイルが設置されていましたが、この度全てのフ
ロアに誘導用点字タイルを設置しました。また各階トイレには音声案内を設置しました。障がい当事者の方と歩行訓練
士の方に現地調査にご協力いただくなど、必要とされる方のご意見を取り入れた設置とすることができました。今後も
市民のみなさまにとってより良い施設となるよう努めてまいります。

「福祉施設向け ボランティア依頼・受入 ポイント集」発行
　本会ボランティアセンターでは、「福祉施設向け ボランティア依頼・受入 ポイント集」
を発行しました。本会及び16区社会福祉協議会ボランティアセンターには、年間で計約
2,000件のボランティア依頼のご相談をいただいており、そのうち福祉施設からの依頼は、
全体の4～5割を占めています。
　本「ポイント集」は、日頃からボランティアセンター職員がボランティアの依頼や受入
に際して施設職員さんにお伝えしていることの他、実際に施設で活動していただいたボラ
ンティアの声などをまとめたものです。
　施設に伺ったボランティアが、気持ちよく、楽しく活動でき、「またここにボランティ
アに来たい！」と思ってくださり、施設としても「ボランティアに来てもらえてよかった！」
と思えるよう、施設内で共有し、参考にしていただけると幸いです。

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

お問い合わせ

「住まいサポートなごや」のご案内
（名古屋市居住支援コーディネートモデル事業：令和2年12月開始）

　「住まいサポートなごや」では、居住支援コーディネーターと住宅相談員が関係者と連携し、住宅の確保にお困りの方
に民間賃貸住宅への入居をサポートするとともに、セーフティネット住宅の大家さん等からの入居トラブルの相談に対
応し、居住支援活動のネットワークづくりを進めます。

　住まい探しでお困りの方は、「民間賃貸住宅入居相談」にて初回相談を行います。相談は、予約制
による面談になります。名古屋市「住まいの相談コーナー」へ電話による予約が必要となります。民
間賃貸住宅への入居に向けて、物件情報の提供や継続した支援のコーディネート（調整）を行います。

名古屋市「住まいの相談コーナー」民間賃貸住宅入居相談（月3回・予約制）
予約電話　TEL：052－242－4555

栄市民サービスコーナー住まいの窓口　名古屋市「住まいの相談コーナー」
　　　　　　　　（中区栄三丁目5番12号先　栄・森の地下街四番街　南側）
開設時間：10時～19時　定休日：毎週木曜日、第2・4水曜日及び年末年始

※ 福祉等の関係者の皆様が、住まいサポートなごやとの連携した支援が必要な場合には、「関係者専用電話」へ直接ご連
絡ください。（関係者専用電話：052－684－8597）
※本事業は、本会と公益社団法人愛知共同住宅協会のコンソーシアムで運営しています。
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じむきょくちょうのつぶやき

ご寄託ありがとうございました

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

ご寄付・ご寄託・賛助会員のご紹介

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.132」　発行日： 令和3年4月1日
　発行部数： 12,000部

N

地下鉄黒川駅
1番出口
北警察署

堀川（黒川）

至清水口

北区役所南交差点

黒川スポーツ
トレーニングセンター

至
大
曽
根

至
秩
父
通

至
浄
心

黒川
交差点

八王子中学校

北警察署南交差点

国道41号線

黒川バスターミナル 至楠名古屋高速道路

★地下鉄黒川駅下車南へ300m

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）

　“花冷えの　闇にあらはれ　篝守” 高野素十の幻想的な句ですが、コロナで迎えた今年の桜に通じる
ものを感じませんか。さて私が本や映画を通じ最も関心のあるテーマは「戦争」です。万物の霊長=
人類の最も愚かで悲惨な行為だからです。では、その戦争の対極にあるものは？…「平和」？…でも
それは戦争がないというだけ…さらにその先にあるものは？…私は「福祉」だと思います。私事です
が、この春で退職させていただきます。これまで戦争の対極=福祉の仕事に長く携われたことに感謝と誇りをもちつつ、
お別れの春、最後のつぶやきとさせていただきます。皆様、大変お世話になりました。
 名古屋市社会福祉協議会事務局長　立松 博

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12月1日～令和3年2月28日受付分（敬称略、順不同）

中村工業株式会社 / 川井 孝司 / 若鈴コンサルタンツ株式会社 / 北保健センター / ハリキッテ友の会（世話人 毛利 ） / 
蔦井株式会社 / 伊勢屋金網工業株式会社 / 北鯱城会 / 熱田区いきいき支援センター / 林 政子 / 昭和区役所福祉課 / 
北区消費者クラブ 高見 美智子 / 北区東部いきいき支援センター / 北・西・中村・熱田・守山・緑区社会福祉協議会受
付分 / 匿名14件

令和2年12月1日～令和3年2月28日受付分（敬称略、順不同）

福祉基金への寄付
令和2年度名古屋市公立保育園退職園長 / 
宗教法人真如苑 / 名古屋みなとロータリークラブ / 
愉快な仲間たち 代表 松本 安司 / 中村 教子 / 
水谷 巍 / ダイドー株式会社 / フクシマガリレイ株式会社中部
支社 / 名古屋市健康福祉局職員ワンコイン運動 / 匿名9件

市社会福祉協議会への寄付
日産緑化株式会社名古屋支店

なごや・よりどころサポート基金への寄付
匿名4件

令和元年度・令和2年度会員（令和3年2月28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

団体名 活用方法
（認定）特定非営利活動法人シェア 毎月1回乳幼児健診の開催など
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。
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