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今回の特集は、 
名古屋市南区・港区の 

子ども食堂 
「ほんわか食堂」運営者に 

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

子ども食堂「会食」から「フードパントリー」へ
コロナ禍でも方法を変えて支援を継続
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特集ページ

特集 : 福祉クローズアップ

子ども食堂や学習支援を通じた
居場所づくり
　松土さんは南区・中川区で名南病院をはじめ
とした事業所を経営している医療法人名南会の
健康推進室に勤務しており、
以前から病院が行う安心して
暮らせるまち作り活動の一環
として高齢者向けのお食事サ
ロンや子育てサロンを開いて
いました。病院で十分に食事
がとれていない子どもたちの
実態にふれる度に、子ども食
堂の必要性を感じ、2016年
12月「ほんわか食堂」を開始。名南会の共同
団体である「名南健康友の会」にボランティア
の協力を呼びかけ、食材は寄付金で購入し、調
理は法人が所有する病院近くの建物の厨房で行
い、会食会場は病院内の講堂を借りました。
　開催の告知は、小学校の許可を得て校門前で
チラシを配ったり、町内会の回覧板などで実
施。50食から始まった食堂は、コロナ禍前に
は100食以上と増加しました。2017年8月か
らは港区の東築地防災センターでも子ども食堂

「ほんわか食堂 in みなと」を年に3～4回、開催
するように。
　市内でも規模の大きな子ども食堂ですが、逆

に「子どもたちは食べさせて帰すだけ。ゆっく
り関わる時間がなくなってしまった」と松土さ
ん。そこで、気になっていた子どもや保護者か
ら相談を受けていた子どもを対象に、2017年
夏から学習支援と子どもたちの居場所づくり 

「みのり塾（後に「あすなろ」）」を開始。名南
会職員に協力してもらい、月に2回、病院の講
堂で続けていました。

2020年2月、新型コロナによる活動中断
と転機となった町内会長からの申し出
　順調に進んでいた子ども食堂と学習支援は、
新型コロナの感染拡大により2020年2月の開
催を最後に中止せざるを得な
くなりました。「学校が臨時
休校となり、感染予防のため
病院内にも入れず、大勢が集
まる子ども食堂もできない。
でも、子どもたちが心配で何
かしたかった」と松土さん。
そのような中、港区東築地学
区の民生会長を通じ町内会長
から「東築地防災センターを使って何かやれな
いか」という申し出があり、今まで食材を寄付
してもらった方々に協力してもらい、フードパ
ントリーを行うことになりました。
　フードパントリーは企業などから寄付された

　子どもたちに地域の住民やNPO団体が食事や団らんを提供する「子ども食堂」は2012年に東京
で始まり、現在は全国に約5000カ所、愛知県では約150カ所までその数を伸ばしています。しかし、
2020年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大のため、大人数が集まる子ども食堂は開催中止を余儀
なくされました。
　そんな中、子どもたちへの支援は止められない、継続したいという強い気持ちから、会食に代わってフー
ドパントリー（食品の配布）を始めるところが出てきました。名古屋市で最も早い時期に子ども食堂を
始め、あいち子ども食堂ネットワーク役員でもあるほんわか食堂・あすなろ代表松

まつ
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子
こ

さんに、コロ
ナ禍での子ども食堂やフードパントリー、学習支援の現状を伺いました。

子ども食堂　「会食」から・
「フードパントリー」へ
コロナ禍でも方法を変えて支援を継続

ほんわか食堂（子ども食堂）・あすなろ（学習支援）代表／ 
医療法人名南会　本部事務局　健康推進室主任／ 
あいち子ども食堂ネットワーク役員 
　松土敏子さん
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食品をコロナ禍で生活に困った家庭などに無料
で配布する支援活動です。初回は3月の子ども
食堂の開催予定日で、東築地防災センターを借
りて、米、野菜、菓子、レトルト食品、そして
ボランティアによる炊き込みご飯などをまとめ
て100セット用意し、訪れた人に配りました。
突然の活動中止にも関わらず、実施方法を変え
て1ヶ月後に活動を再開できたのは、これまで
の活動を通じた協力者、団体とのつながりがあっ
たおかげ、そして子どもたちへの強い思いがあっ
たからでした。

より困っている家庭を対象に活動を見直し
　「ほんわか食堂」は基本的にすべての子を対象
に食事を提供していましたが、松土さんは「もと
もと困っている子どもを支えた
いという思いで始めた。コロナ
禍で本当に困っている家庭に届
けたい」として、対象者を何ら
かの理由で生活が維持できな
くなっている家庭の子どもに絞
り込むことにしました。
　どの家庭が困っているの
か。松土さんは区役所や社
協へ対象者にチラシを配付してくれるよう声を
掛けたり、民生委員に頼んでチラシのポスティ
ングをお願いしたり、スクールソーシャルワー
カーを経由して対象家庭へ手紙を渡したりしま
した。子ども食堂に来ていた家族にも電話をし
て、困っている様子だったらフードパントリー
へ来るよう声を掛けました。
　フードパントリーの利用は当初20～30世帯
でしたが、現在は80世帯まで増加。そのうち
母子家庭が半数以上を占めますが、父子家庭や
外国人、コロナ禍で仕事を失い収入が激減した
家庭、大家族というケースもあるそうです。「一
般的なフードパントリーは、取りに来た人に渡
すという形。うちのように対象をお困りの家庭

に限定しているところは、少ないと思います」
と松土さん。

地域との連携により活動を続けていく
　現在の活動に関わるボランティアは、友の会
の会員、名南会の職員、民生委員児童委員、学
生など延べ約50人。フードパントリーのスケ
ジュールとしては、前日にどの食品を渡すか賞
味期限を確認して選別し、会場に搬入。当日は
何世帯が受け取りに来るか計算して、約15人
のボランティアが食材を袋詰めします。
　渡す時間は予約制で10分おきとし、会場が密
になるのを防ぎます。訪れた人に最近の様子を
聞ける他、来る人同士が顔を合わせることが少
ないというメリットもあります。何らかの事情
で会場に来られない家庭には配達もしています。
　「たくさんの家庭を助けることはできません
が、私たちの活動で少しでも助かる家庭がある
ならありがたいですね」と松土さん。
　学習支援と居場所づくりの「あすなろ」も会
場を変え、月に2回、夏休みは毎週開催しました。
従来通りの子ども食堂を再開するのは難しいけ
れども、民生委員はじめ地域の連携によりお困
りの家庭への支援は続けられます。
　これから子ども食堂を始めたいという人に、
松土さんからのアドバイスです。「地域によっ
て要求されることが違うので、まず地域の状況
を知ってほしい。それには民生委員さんやス
クールソーシャルワーカーさんたちと一緒に
なって、地域の人の意見を聞くことが重要です。
また、地域貢献に力を入れているロータリーク
ラブや地元企業とも一緒に始めると、継続的に
援助を受けられて長く続けられると思います。
又、フードバンクやあいち子ども食堂ネットワー
クに入ることもおすすめです」地域とのつなが
りを生かすことの大切さ、支援し続けるために
は、その都度、活動内容の見直しが必要なこと
を教えていただきました。

食材仕分け風景

子ども食堂への支援策について
P11をご覧下さい。 3
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社協活動最前線・

困りごとを抱えた人を相談窓口につなぐ「きづき・つなぐプロジェクト」

社協活動最前線 Vol.46 北区社会福祉協議会
今回は

企業や店舗、団体の協力で、
困っている人を早期発見
　北区社会福祉協議会では、厚生労働省が提唱する

「地域共生社会の実現」に基づいた第4次地域福祉
活動計画を推進しています。その中の「きづき・つ
なぐプロジェクト」（以下プロジェクト）は、北区に
拠点のある企業、店舗、団体の協力を得て、地域
で困りごとを抱えた人を、専門の相談窓口へつなぐ
ための取り組みです。
　「例えば、近所の人が認知症かなと感じても、相
談先が分からずに終わってしまう。困っている人へ
必要な支援がつながっていないのが現状」と佐野さ
ん。「自分で相談先が分かる人はいいのですが、ど
こに相談していいか分からない、自分が困っている
のかどうかも分からない、そんな潜在化している困
りごとを顕在化していきたい。早期発見できれば、
早期対応することができる」と伊藤さん。
　協力企業等には、登録証、ステッカー、区社協と
ソーネそうだんの電話番号が記載された相談先カー
ドを渡し、困っている人に気付いたら、相談先カー
ドを渡してもらいます。協力者から、あるいは相談
先カードを受け取った本人からの相談に応じて、区
社協で相談を受け止め、必要に応じて専門機関（仕
事・暮らし自立サポートセンター、子育て総合相談
窓口、いきいき支援センター、障害者基幹相談セン
ターなど）へつなぎ、困りごとに対応していきます。

企業からは「地域貢献できる」の声も
　「きづき・つなぐプロジェクト」は今年4月から活
動を始め、協力企業は8月末で20団体。5月上旬に
登録したのは、第一生命の松良さんです。コロナ禍
で営業活動が制限された第一生命では、営業所ごと
に地域貢献活動を開始。松良さんが以前勤務して
いた郡上市では、市と連携して高齢者の見守りなど
を行っていたことから、今年4月、転勤となった名古
屋市北区でも何かできないかと区社協を訪問したと

ころ、プロジェクトを紹介され、活動内容に賛同し
て登録したそうです。
　「生命保険は、お金や介護、認知症などの問題と
直結しています。私達は保険のプロなので保険の手
続きはしますが、福祉については素人です。これま
ではお客さまが困っていても深く踏み込めませんで
したが、今後はプロジェクトへ電話してくださいと言
えるようになりました」と松良さん。
　また、第一生命では SDGs（持続可能な開発目標）
の取り組みについてアンケートを実施していますが、
中小企業は地域貢献をしたいと思っても、そこまで
手が回りません。そこで松良さんは企業にプロジェ
クトを紹介して、「気軽に地域貢献できるので、一緒
にやりませんか」と声を掛けているそうです。
　伊藤さんは、「区社協は企業との接点が少ないた
め、松良さんが他の企業に紹介してくださるのは本
当にありがたい。協力企業が増えればアンテナが増
えて、困っている人を見つけやすくなる。今後はこ
の活動をより広く PRし、協力企業を増やしたい」と
課題を挙げてもらいました。
　今後は、協力企業を区社協のホームページで「あ
なたの声に気づける先一覧」として紹介するとのこと。
佐野さんからは、「北区の社会資源を生かし、困っ
ている人を放っておかないようにしたい。北区内の
企業、店舗、団体のみなさま、ご興味がありましたら、
ご連絡ください。」と、今後の展望を話していただ
きました。

左から
北区社会福祉協議会主事 
　佐野慎二さん
第一生命保険株式会社名古屋東支社 
楠営業オフィス長 
　松良努さん
北区社会福祉協議会事務局次長 
　伊藤二三男さん

【
広
告
】
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ふれあい名古屋No.134リレートーク /ながら体操

46リレートーク

　保育園で子どもたちと向き合う中で、「子ど
もの最善の利益」とは何なのだろうかと日々悩
みます。
　あまりにも膨大で難しいこの問いを、私は「そ
の子どもの最善の利益」と考えることにしてい
ます。
　たとえ大人や施設にとって理不尽と思える事
でも、まずはその子どもさんにとって最も良い
ことは何かを考えます。そうして考えていくと、
絡まった糸がほぐれて行くように、まわりの問
題も解決して行き、結果的に大人や施設にとっ
ても良い状況が生み出されて行きます。
　そこでの私たち保育従事者の役割は、その
時にその子どもさんが何をしたいのか、どうし
たいのかを的確に捉える洞察力を持ち、子ど
もさんが選択する力を培う環境を整えるという
ことです。
　その環境を豊かにできるかは、私たちの質
が問われるところです。
　今年度から大学の先生に指導を戴き、他園
と育児担当制の勉強会を始めました。
　子どもの視点に立った環境設定から始まり、
大人に変化が見られ、子どもが遊び込めるよう
になり、対処事由ではない噛みつき、ひっかき
も皆無に近くなっています。
　保育士は皆真摯で意欲的です。保育園が子
どもの最善の利益を保障される場になると信じ
られます。

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13回 腕上げ
背中のストレッチで基礎代謝を上げ、
太りにくい体を作ります。

とくしげ太陽保育園

園長 藤
ふ じ

井
い

　冽
れ い

子
こ

さん

ニコニコハウス鶴里 
管理者

石
い し か わ

川 修
しゅうへい

平さんへバトンタッチ

次回は

首の付け根や肩甲骨、
背骨の周囲には、脂肪
を燃焼させる「褐色脂
肪細胞」があります。
腕を上げて背中を動か
し、褐色脂肪細胞を活
性化させて基礎代謝を
アップしましょう。

椅子に浅く腰かけま
す。両足は肩幅ぐらい
に開いて、両手を上げ
ます。

息を吐きながら、上体
を前に倒します。目安
は45度。
指先から尾てい骨まで
が真っすぐになるよう
に意識します。

頭の位置はそのままで、
腕を後ろに引きます。
息は止めずに、3と4
を10回繰り返します。

【
広
告
】
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ほっとはあとコーナー

本号のテーマ 世界中に日本の文化を伝える元気系・癒し系の
ボランティア・エンジェルズ ！！

●「世界コスプレサミット」とはどんなイベント？
　初めて名古屋で「世界コスプレサミット」が開催されたのは2003年。2009年にはイベン
トの中心として動いてきたテレビ愛知の他、名古屋市や名古屋観光コンベンションビューロー、
大須商店街の地元の団体などもメンバーとなり「世界コスプレサミット実行委員会」が設立さ
れました。2012年には「株式会社 WCS」も加わり、翌年2013年からは、WCS が主体と
なりこのイベントの運営をするようになりました。
　「世界コスプレサミット」は、世界各国・地域の代表者の中から世界チャンピオンを選ぶコ
ンテストの他、大須商店街やオアシス21などで行われる様々なイベントで構成され、イベン
ト中は町中がコスプレーヤーで一杯になることはよく知られていますよね。
●「世界コスプレサミット」のボランティアとはどんなことをするの？
　イベントを運営する「WCS」は、株式会社組織ですが、社員の方々と大学生や専門学生を
中心に構成された学生ボランティアさんが協力しながら、実際の運営を行っています。
　学生ボランティアさんたちは、「WCS おもてなし学生実行委員会」として、世界コスプレサミット、チャンピオンシップ
に出場する外国人コスプレーヤーさんたちのおもてなしをしているのです。
　具体的には、外国人コスプレーヤーさんの空港でのお出迎え、宿泊先への送り迎え、名古屋市内の観光案内や「コミュニ
ケーションルーム」と呼ばれるお部屋で、外国人コスプレーヤーさんを対象に浴衣・抹茶・折り紙などの日本文化体験を行なっ
ています。
　大須商店街や名古屋の企業から協賛金を募り、外国人コスプレーヤーさんへのおもてなしに必要な費用を調達するのも、
活動の1つです。イベントが行われる周辺のお店が掲載されたマップもボランティアさんによって作られますが、マップに載っ
ている名古屋を代表するお店も協賛金を出してくれた先になるわけです。
　パンフレットが華やかでファッショナブルであるのも「世界コスプレサミット」の特徴のひとつですが、ボランティアさ
んも何ページか企画を立案してパンフレット制作に関わっています。
●このボランティアに参加することになったきっかけは？
　早川さんが「WCS」に応募した理由は高校のころから本格的に英語を勉強していて大学も国際学部にすすみ、英語を使っ
て多くの人とコミュニケーションを取りたかったから。おもてなしをしたかったからと語っていました。小島さんは、絵が
好きで中学生のころからライトノベルの挿絵やイラストに興味を持っていたそうです。ゲームも好きで、同じ趣味の人と知
り合えるかもと語っていました。他のメンバーの中にはコスプレを実際にやっている人もいるそうです。
　この「WCS おもてなし学生実行委員会」のボランティアは、毎週1回集まって計画を練り、企画の立案をし、協賛金を募り、
関係者と打ち合わせをして8月に実施されるイベントのために準備していくわけですからとても大変なことです。そんな中、
早川さんは3年間このボランティアに参加してきたわけですからさぞや大変だったと思いますが、「いろんな人と知り合えて、
また、企業の方々とも話ができて楽しかった。」と語ってくれました。学生ボランティアさんたちはみんな明るく楽しそうで、
パワフルな雰囲気が漂っていました。
●コスプレが名古屋で盛んな訳とは？
　2021年の世界コスプレサミットは8月7日・8日に行われ、いくつかのイベントはオアシス21などで行われましたが、
感染防止のため外国からのコスプレーヤーさんはオンラインを使って参加しました。ウェブにビデオ部門で優勝したドイツチー
ムの「ファイナルファンタジー Ⅶ リメーク」がアップされていますが、ハリウッド映画のような仕上がりはすばらしいの
ひとことです。
　最後に「なぜ、名古屋がコスプレの聖地と言われているほどイベントが盛んなのか？」を世界コスプレサミットプロデュー
サーの森さんに話を伺いました。理由は「世界コスプレサミットが現在のように世界的に盛り上がるようなイベントになる
と活動当初から考えていたから」だそうです。確かにひと昔前は、「漫画」や「ゲーム」は「オタク」の趣味と見られ、人
には言いにくい趣味だったのかもしれません。しかし、現在のように日本のサブカルチャーの代表になることを WCS の皆
さんは以前から予感していたということなのです。
　インタビューを通して、久しぶりに明るい雰囲気を味わわせていただきました！元気をいただきありがとうございました。

名古屋の代表的なお祭りやイベントと言ったら何を思い出しますか？
「名古屋祭り」、中には「日本ど真ん中祭り」と答える方々も多いでしょう。
しかし、ひとつ忘れていませんか？
世界的規模で実施され日本中に知れわたるビッグ・イベント。
そうです。今回は、「世界コスプレサミット」（World Cosplay Summit)、略して「WCS」
でボランティアとして活躍されている学生の皆さんをご紹介します。
WCS のボランティアを始めて4年目になる早川さんと1年目の小島さんに話を伺いました。

〈インタビュアー：シャオムー〉
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ふれあい名古屋No.134

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。

　子育て支援　かもめ応援団

【団体概要・活動紹介】
　名古屋市の災害ボランティアコーディネー
ター養成講座を修了した住民等で構成される団
体です。災害発生時に、名古屋市内で立ち上が
る「災害ボランティアセンター」の設置・運営
をするボランティアです。
　平時は、小中高校大学生向けや高齢者、乳児
や未就学児ママ、障がい者の方やその親御さん、
施設スタッフ向けに、楽しい非常食やコロナ禍の
最新の地震・水害対策等防災講座を行っています。

【活動者の思い】
　被災地支援の思い出は「遠いところから、来
てくれてありがとう」という言葉でした。被災
後の大変な時期に、感謝され励まされました。
また「まさか、ここに災害が…」という言葉も
聞きます。「できることを、できる時に、できる
人が」小さなことでもできることを考えていま
す。「ここにも災害が来る」という気持ちで、災
害ボランティアコーディネーターとして、防災・
減災活動に励みます。

災害ボランティアちくさネットワーク

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・活動紹介】
　かもめ応援団は、子育てに躓いたり悩んだり
している方を応援する憩いの場です。「ちょっと
聞いて！」等美味しいお茶とお菓子を頂きながら、
時に笑い時に涙しつつ過ごされています。
　またドッグセラピー、交流分析、マインドフ
ルネス、CRAFT、ペアトレ等々学び喜びの場も。
参加者の年代も様々です。不登校対応等も提携
機関と連携して支援いたします。お気軽にお問
い合わせ下さい。

【活動者の思い】
　子育ては私にとって想像以上に不安やイライ
ラの連続でした。周りのお母さん達とは悩みの
種類が違うようで、誰にも理解してもらえず…。
　「おしゃべりの会」では、どんな感情も受け止
めてもらえてまず気持ちがラクになりました。
各講座では「どうしたらいいか」について具体
的に学べて、上手くいかない気持ちも共有でき
る。一緒に歩んでくれる頼もしい仲間たちに会
える場所です。

担当者氏名：浅野　環（あさのたまき）
住所：名古屋市千種区池下1-11-19-403
TEL：090-8548-0164
E-mail：tamaki.asano@gmail.com
URL： https://saiborachikusa.

wordpress.com/

【お問い合わせ】

担当者氏名：前田　華里
住所： 名古屋市千種区東山元町5-18　 

就梅院
TEL：090-3559-2255
FAX：052-782-3355
E-mail：maeda7279@gmail.com

【お問い合わせ】

障がい者施設のスタッフ向け防災講座

活動の様子（おしゃべりの会）
「受け止め会える仲間とほっとする時間」

障がい者施設のこども向け防災講座

活動の様子（ドッグセラピー）
「ドッグセラピーは笑顔あふれる人気行事」
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●『思ったとき』がその時！
　出張先で東日本大震災に見舞われた息子さんの安否を気
遣ってくれた東北の人の温かさに感動、感謝の気持ちをさっ
そく FM 番組に投稿なさったという水谷さん。応援物資を
集め、仕分けするところから始まり、車中泊『0泊3日』の
現地ボランティアとして被災地に通うようになっていたと
おっしゃいます。
　『わたしにできること』に気づいたら、すぐ行動に移す水
谷さんの活動スタイルには、お母さまならではの温かさが
あふれます。

●支援より応援を
　水谷さんもボランティアとして活動する NPO 法人『被
災者応援 愛知ボランティアセンター』は、家族のような気
持ちで被災地を応援しています。我が子の成長を見守る親
御さんたちのように、被災したお子さんを高校卒業まで見
守る『ワンコイン・サポーターズ20,000人プロジェクト』
の呼びかけには、寄り添い応援し続ける家族の気持ちを思
わせる理念が掲げられています。

●忘れない
　警視庁の発表では、東日本大震災で亡くなった方の数は
2021年3月1日現在1万5899人。発災後10年を経た今
も、行方不明者の身元を特定する努力が続いていると報道
されています。
　毎年3月11日に行われている、東日本大震災犠牲者追悼
式典で灯すための、追悼キャンドル作りにも、「最初は温か
い東北の人たちへの恩返しのつもりだったけれど、今はさ
せていただけることが幸せという気持ちで活動に参加して
いる。」と微笑まれます。被災地のみなさんと作ったという
カラフルなクラフト作品は、片時も忘れたくないという水
谷さんの想いを表しているようでした。

●花言葉は『希望』
　震災で失われた十八鳴浜（くぐなりはま）の復興を願い、
アーモンドの木の植樹で被災地を応援する桃源郷プロジェ
クトにも参画し、お孫さんの名前が付いた苗木が2本植えら
れているそう。取材時に、美しい花をつけ始めた若木の写
真を見せていただきました。空や海の青さに、桜に似たアー
モンドの花色が調和する美しい風景です。その優しい花房
に、水谷さんたちに向けられる被災地の子どもたちの笑顔
が重なって見えました。

●『忘れていないよ』をカ・タ・チにし
ませんか？

　最後に、水谷さんから皆さんへのメッセージをお伝えし
ます。
　「同じ目標を持つ人たちとの活動から生まれた多くのつな
がりは、私の財産となり、生きがいとなりました。皆さん
もぜひ『わたしにできること』を愛知ボランティアセンター
にお問い合わせください。」

● 問い合わせ：borasen_jimu@aichiborasen.org、
☎052-990-8966, 080-4530-3117

ボランティア・NPOらいぶきらっと

ほっとはあとコーナー

リレートーク、第4回目となる今回は被災者応援 愛知ボランティアセン
ターのボランティアとして、長年東日本大震災の復興に携わる水谷教子
さんにお話しを伺いました。

次回の取材先は、今回取材した水谷さんから推薦していただいた林鈴夫さん
です！　林さんは「森林を守るバナナくらぶ」という環境の啓発活動をしてい
る団体の代表です。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：旅する食いしん坊 YM〉

水谷教子さん

2015年に鮎川浜の仮設住宅集会所で
現地の方とアジサイの切り絵を作成

2014年の東日本大震災追悼式（東別院）のキャンドル

8



ふれあい名古屋No.134

〈インタビュアー：市村　カエル〉

地区地区ののオススメオススメののボランティアボランティア

　小野さんたちの団体は、名古屋市が開催してい
る「災害ボランティアコーディネーター養成講座」
を受講したメンバーが、防災のために何をすべき
かを伝える活動をしています。
　活動の場は、小学校のトワイライト、自治会、保
育園、障がい者支援施設など、幅広く行っています。

●防災とは
　「私たちは地球の活動で多くの自然の恵みを得て
いますが、自然災害は、それに伴って発生する迷
惑な現象です。」
　自然災害での被害を減らすためには、住んでい
る土地の弱みを知る必要があります。土地によっ
て、地震、水害、台風など災害時の被害は異なり
ます。名古屋市の危険地域について詳しいことは
行政が作成した「防災カルテ」に載っています。
それを参考に、何が起きるか知り、自分で何がで
きるか考えることが大切です。
　例えば、地震に対し、家の損害被害や、水害で
の浸水が避けられないと思える場合は、避難所へ
の避難も考え、その準備もしておきます。
その時は同時に、家族、親戚、近隣住民
と連絡し合うことも大事です。
　東区の多くの建物は南海トラフ地震の
揺れでも、倒壊を避けられるレベルにあ
るそうです。ただし、道路・空港の破損
で、物流が止まってしまうそうです。水道、
ガス、電気が止まる可能性が大きいのです。
そのため、食料の備蓄、卓上コンロ、水、
トイレの対策などが必要となります。皆
さん、災害時はトイレどうしますか？

●一番大事なこと
　小野さんは一番大事なことは近所との交流とおっ
しゃっていました。普段のあいさつなどでお互い
に顔を知りあうよい関係を持つこと。簡単なこと
ですが、多様化した都会生活でどう声掛けするか
が課題です。
　町には、障がい者、高齢者、子どもを持つ家族、
ひとり暮らしの方など様々な人が住んでいます。
それぞれ立場にあった防災準備が必要です。活か
せる能力を使い、移動が難しい場合は連絡網を作
る、近所にその存在を知らせておくことが大事だ
そうです。命を守るために。

●ボランティアをやって思うこと
　ボランティアをやっていると、月1回の連絡会
や、講座活動でいろいろな立場の人に会い、様々
な問題を知ることができる、と小野さんは言います。
課題があり、やりがいがある活動だそうです。

第３回 名古屋ひがし防災ボランティアネットワーク

ほっとはあとクラブメンバーのつぶやき

　はじめての「ほっとはあと」の活動でした。初取材は「地区のおすすめのボランティア」です。ど
んな活動をされていて、どんな方に会うのか、楽しみでした。1時間以上のお話で、たくさんメモを
とりましたが、ぐちゃぐちゃでした。最初はメモすべてを文にしたので1500字にもなり、まとまり
がありませんでした。700字に削ると、スッキリしました。削ることで伝えるべきポイントがしっか
りして、書き方が少しわかった気がしました。いろいろな方に出会い、活動を知り、考えるヒントも
もらう。素敵なボランティアです。次の取材が楽しみです。 市村　カエル

各区社協の
職員に聞いた

名古屋ひがし防災ボランティアネットワーク代表の小野月比古さんに防災のポイントをうかがいました。

会議の様子 訓練の様子
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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2021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】
2022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。

① タンスや机、椅子など、室内で使
用する道具

② 夜空に小さく光って見える天体
③ 薪を適当な大きさに割ること
④ 若い頃に身に付けた技量や腕前の

こと　「昔取った○○○○」
⑤ 物を鑑定する能力がある人

ヨコのカギ（小文字も大文字とします） ⇨ ⑥ 漢字に基づいて作られた、日本語独自の
音節文字

⑦ 皮膚や物の表面の滑らかな様子、細やかさ 
「○○の細かい肌」

⑧ 前足で人を招く形をした、猫の置物　
 「○○○猫」
⑨ p.4社協最前線で取り上げた　「○○○・

つなぐプロジェクト」
⑩ p.2-3特集でお話を伺った子ども食堂　 
「○○○○食堂」

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

　ココットはフランス語。円形か楕円形の耐熱容器、または料理
そのものを言います。ココットやグラタン皿などに炒めた野菜と卵
を入れたら、あとはオーブントースターに入れるだけ。
　忙しい朝でも手軽に作れる上、一皿でキノコの食物繊維、ホウ
レンソウのビタミン、卵のタンパク質、チーズのカルシウムなど、
バランス良く栄養が取れます。キノコの種類はお好みでどうぞ。

①→ ②→

⑨↓
⑧↓

⑦↓
④→

③→

⑤→

⑥↓ ⑩↓

Ｄ

BＣ

Ｅ

A

1
ホウレンソウは洗って4センチ幅に切る。
キノコは石づきを取って食べやすい大きさに切る。
ベーコンは1センチ幅に切る。

2 フライパンにオリーブオイルを熱し、1を炒める。
塩コショウする。

3 耐熱容器に2を入れる。
中央をくぼませて卵を割り入れる。

4 オーブントースターで5分程度焼く（卵が好みの固さになる
まで）。粉チーズを振る。

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。

①

⑨

⑧

⑦

②

④③

⑩

⑤

⑥

Ｄ

B

Ｆ

Ｃ

Ｅ

A

Ｇ

イ ズサ

ク

ーポ

ムー

ス

カ

ア

セ

パ

リ

イ

イ ス

ト

● シメジ　1/4パック
● マイタケ　1/4パック
● エリンギ　1本
● ホウレンソウ　1/3把
● ベーコン　1枚
● 卵　2個

● オリーブオイル　適量
● 塩コショウ　適量
● 粉チーズ　適量

ア イ ス ク リ ー ム

キノコとベーコンのココット
朝食にぴったり、栄養バランスのいい一品

【
広
告
】
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ふれあい名古屋No.134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。

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

備えてあんしん！！死後の葬儀等をサポートします
『なごやかエンディングサポート事業』のご紹介

　あらかじめ預託金をお預かりし、死後に葬儀・納骨、債務の支払い、行政官庁等への各種届け、賃貸借契約の解除、
明渡し、家財処分等を行います。
○対　象：以下をすべて満たす方
　　　　　 市内在住70歳以上、子どもがいない、預託金（葬儀等にか

かる費用50万円以上＋原状回復費及び家財処分費等）を納
められる、契約能力がある、生活保護を受給していない

　　　　　※契約時までに公正証書遺言で遺言執行者を定める必要あり
○利用料：契約時費用 16,500円　年間利用料 11,000円
※パンフレットを本会ホームページからダウンロードできます

子ども食堂の活動を応援します　～名古屋市社協　子ども食堂推進事業～
　名古屋市社会福祉協議会では子ども食堂を応援するため、子ども食堂整備助成や子ども食堂フォーラム等を実施して
います。
　詳しくは、名古屋市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

（https://www.nagoya-shakyo.jp/mokuteki/riyo/kodomosyokudou/）

「令和3年度つながり・支え合おう地域福祉のすゝめ」開催のご案内・ 【参加費無料・要申込】

　「新しい生活様式によるこれからの地域福祉」をテーマに市内の地域福祉活動の
実践者等によるパネルディスカッションを開催します。
　日時：令和3年10月29日（金）14時〜16時
　会場：名古屋国際会議場　白鳥ホール（名古屋市熱田区熱田西町1番1号）
　※集合型とオンライン（Youtube ライブ）の併用で開催いたします。
　申込締切日：令和3年10月8日（金）　会場定員360名

前回の様子

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
　E-mail：chiiki-s2@nagoya-shakyo.or.jp

お問い合わせ

募集チラシ

法人後見センター なごやかぽーと
　TEL： 052-380-8294 

（なごやかエンディング 
サポート事業専用ダイヤル）

　FAX： 052-919-7585

お問い 
合わせ

【
広
告
】

福祉サービス利用援助事業

支援員さん募集 年齢不問・未経験者 OK
アットホームな職場です

【活動費・活動条件等】 
　①支援先にて、利用者さんの支援に従事した時間に 対して、利用者さんから
　　チケットを受け取ります。 　受け取ったチケット 1 枚に対して、1000 円をお支払いします。
　②別途、交通費支給あり。
 【就業場所】
　・本部事務所　　〒458-0041 名古屋市緑区鳴子町 4 丁目 2 番地　第 2 カンテ
　・大曽根事務所　〒462-0810 名古屋市北区山田 1 丁目 1 番 40 号 寿々やマンション大曽根 102 号 
　・西部事務所　　〒453-0855 名古屋市中村区烏森町 5-25 小林シュタイゲンハウス 1 階 B 
　・東部事務所　　〒465-0084 名古屋市名東区西里町 2-2-3 西里マンション 101 

【応募方法】 
　本部事務局までお電話ください。

認定NPO法人　権利擁護支援ぷらっとほーむ
TEL　052-899-3220

名古屋市緑区鳴子町 4 丁目2 番地 第 2 カンテ

■営業時間 09：00～17：00 ■定休日 土、日・祝日
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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.134」　発行日： 令和3年10月1日
　発行部数： 12,000部
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根
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秩
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通
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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）

　名古屋市社会福祉協議会は7月に設立70周年を迎えました。人間で言えば古希。「人生七十古来稀
なり」、杜甫の時代には70歳まで生きる人は稀だったようです。70年とはそれ程の長さですが、当初
は専任職員もほとんどおらず、体制が整備され役割が拡がったのは昭和50年代中頃のことです。当時
を知る人にはこの40年間の変化は想像を超えたものかもしれません。では次の30年、設立100周年
を迎えたとき社協はどうなっているのか？地域でより頼られる存在となっているのか？ 70周年を迎え
た今年、地域共生社会の実現のための新たな取り組みが始まります。� 名古屋市社会福祉協議会事務局長　柄澤�克彦

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3年6月1日～令和3年8月31日受付分（敬称略）

社会福祉法人　共そだちの会 / 瑞穂区役所民生子ども課 / 北区消費者くらぶ　髙見美智子 / 蔦井㈱ / 田村富士雄 /  
名古屋市療養サービス事業団 / 川井 孝司 / ハリキッテ友の会　世話人　毛利 碩 / 特定非営利活動法人　名古屋おやこ 
センター / 藪本裕信税理士事務所 / 名古屋市信用保証協会 / 天白まちづくりサポータークラブ / 社会福祉法人八起社　 
養護老人ホーム誠和荘 / 北区手をつなぐ育成会 / 北鯱城会 / 佐々 幸子 / 北・中村・昭和・瑞穂・熱田・港・南・守山・
緑・名東・天白区社会福祉協議会受付分 / 匿名11件

令和3年6月1日～令和3年8月31日受付分（敬称略、順不同）

福祉基金への寄付
株式会社長谷工コーポレーション / Dream財団　鳳凰 敦 /  
名古屋市社会福祉協議会令和2年度採用者一同 /  
名古屋東南ロータリークラブ / 匿名9件

市社会福祉協議会への寄付
内田工業株式会社 / 匿名2件

なごや・よりどころサポート基金への寄付
Dream 財団　鳳凰 敦 / 名古屋中ロータリークラブ /  
匿名1件

令和2年度・令和3年度会員（令和3年8月31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 /  

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 /  

タック株式会社 / 冨田 哲生 / 三谷 洋一 / 北村 泰幸 /  

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 / 株式会社ウイングス /  

石田 栄美子 / 立松 博 / 株式会社ラングローバル /  

船木 陽子 / 匿名6件

団体名 活用方法
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
公益財団法人緑の地球防衛基金 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

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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