
　10 月１日より高齢者はつらつ長寿推進事業が始まります。生きがい活動支援員が皆さ
んの地域におじゃまして２時間様々な活動を行います。健康体操やレクリエーションを楽
しみながら介護予防について理解を深めていただくとともに、この事業をきっかけに地域
の様々な活動へ参加していただけるようすすめていきます。
　65歳以上の方で、会場までご自分で来られる方ならどなたでも参加可能です。

会場についての確認、ご相談は
社会福祉協議会までご連絡ください。社会福祉協議会までご連絡ください。
会場についての確認、ご相談は
社会福祉協議会までご連絡ください。

※写真は巡回型高齢者自立支援生きがい通所事業の様子です。※写真は巡回型高齢者自立支援生きがい通所事業の様子です。

レクリエーション

折り紙作品づくり

声を出して発音練習・
ことば遊び地域のお祭りで発表

対　象　65歳以上の方対　象　65歳以上の方（ただし（ただし、会場まで会場まで
　　　　　　　　　 ご自分の責任で来られる方に限ります）ご自分の責任で来られる方に限ります）
場　所　区内8ケ所場　所　区内8ケ所

利用料　無料利用料　無料（ただし（ただし、材料費等実費負担あり）材料費等実費負担あり）
時　間　午前会場 10：00～12：00時　間　午前会場 10：00～12：00
　　　　午後会場  １：30～ ３：30　　　　午後会場  １：30～ ３：30

利用料　無料（ただし、材料費等実費負担あり）
時　間　午前会場 10：00～12：00
　　　　午後会場  １：30～ ３：30

※写真は巡回型高齢者自立支援生きがい通所事業の様子です。対　象　65歳以上の方（ただし、会場まで
　　　　　 ご自分の責任で来られる方に限ります）
場　所　区内8ケ所
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待ってました！待ってました！待ってました！

愛知県児童総合センター　建物に入ると、真中に
チャレンジタワーがそびえています。まるで秘密基地
のように通路が張り巡らされ、子ども達が歓声を上
げて走り回っています。よちよち歩きの子ども達専用
の部屋や、キッチンスタジオ、あそびのスタジオ、あ
そびステーション、水のひろばなど、遊びのヒントと

なる体験やわくわくがいっぱいです。中にレストランや飲み物の自動販売機もあり
ますが、あちらこちらにテーブルやいすがありますので、お弁当や水筒を持って出
かけるのも楽しそうです。

自然体感遊具　愛･地球博開催中、子ども達と一緒に訪れた方も多いのではな
いでしょうか？樹の匂いの中で壁のぼりなど、立体的な
遊びのできる「森のエリア」・暑い時期に水遊びが楽し
い「水のエリア」・大きな滑
り台がある心地よい「風の
エリア」に分かれています。

　　　　愛･地球博開催中、休園となっていた愛知青少年　　　　愛･地球博開催中、休園となっていた愛知青少年
公園が、愛･地球博記念公園（愛称：モリコロパーク）となっ公園が、愛･地球博記念公園（愛称：モリコロパーク）となっ
てリニューアルオープンしました。まだ一部しか利用できませてリニューアルオープンしました。まだ一部しか利用できませ
んが、子ども達がのびのび遊べる施設がたくさんあります。んが、子ども達がのびのび遊べる施設がたくさんあります。

　　　　愛･地球博開催中、休園となっていた愛知青少年
公園が、愛･地球博記念公園（愛称：モリコロパーク）となっ
てリニューアルオープンしました。まだ一部しか利用できませ
んが、子ども達がのびのび遊べる施設がたくさんあります。

■所在地／愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻間乙 1533-1■交通アクセス／東部丘陵線（リニモ）愛･地球博記
念公園駅下車すぐ■駐車場／普通車500円（入庫はAM8：00～閉園時間の一時間前まで）
愛･地球博記念公園管理事務所　■TEL／ (０５６１ )６４－１１３０　■開園時間／ 7 月から 10 月まで AM9：
00～PM7：00、11月から3月までAM9：00～PM6：30（有料施設の休業日はPM5：30で閉園）　■
閉園日／年末年始　■／ホームページ　http://www.aichi-toshi.or.jp/
愛知県児童総合センター　■TEL／ (０５６１)６３－１１１０　■開館時間／AM9：00～PM5：00　■休館
日／毎週月曜（月曜が祝日の場合は翌日）、年末年始　■入館料／中学生以下無料、その他は1人300円　■ホー
ムページ／http://acc.aichi.org/
愛知国際児童年記念館　■TEL／ (０５６１)６２－２１１１　■開館時間／ AM9：00～ PM5：00　■休館日
／毎週月曜（月曜が祝日の場合は翌日）、年末年始　■ホームページ／http://www7.ocn.ne.jp/̃y-park/

他にも、愛知国際児童年記念館、サツキとメイ
の家（家屋内の観覧は予約制）、日本庭園など、
親子で一日楽しめる施設が充実しています。
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　毎年恒例の「もりやまこどもまつり」を開催します。
守山区の学童保育所、保育園、共同保育所等の諸団体が中心となり、親と
子および保育関係者が手作りで準備し、みんなで楽しむことができるお祭
りです。みなさんのお越しをお待ちしております。

もりやまこどもまつり

『秋だ！まつりだ！きてみん祭』『秋だ！まつりだ！きてみん祭』『秋だ！まつりだ！きてみん祭』『秋だ！まつりだ！きてみん祭』『秋だ！まつりだ！きてみん祭』『秋だ！まつりだ！きてみん祭』『秋だ！まつりだ！きてみん祭』

11月19日（日）11月19日（日）
〈雨天時11月26日（日）〉〈雨天時11月26日（日）〉
10時～15時　10時～15時　
小幡緑地公園本園にて小幡緑地公園本園にて

第2323回第23回

11月19日（日）11月19日（日）
〈雨天時11月26日（日）〉〈雨天時11月26日（日）〉
10時～15時　10時～15時　
小幡緑地公園本園にて小幡緑地公園本園にて

11月19日（日）
〈雨天時11月26日（日）〉
10時～15時　
小幡緑地公園本園にて

“みんなの
笑顔が

“みんなの
笑顔が

守山の笑顔
”

守山の笑顔
”“みんなの

笑顔が

守山の笑顔
”

第 23回第 23回
福福福福祉祉祉祉ままままつつつつ りりりり守山区守山区

電車：名鉄小幡駅下車すぐ　バス：市バス「小幡」下車すぐ電車：名鉄小幡駅下車すぐ　バス：市バス「小幡」下車すぐ電車：名鉄小幡駅下車すぐ　バス：市バス「小幡」下車すぐ電車：名鉄小幡駅下車すぐ　バス：市バス「小幡」下車すぐ電車：名鉄小幡駅下車すぐ　バス：市バス「小幡」下車すぐ

　ステージ発表、バザー、もぎ店、フリーマーケット、福祉体験コーナー、　ステージ発表、バザー、もぎ店、フリーマーケット、福祉体験コーナー、

ちびっこ広場、作品展など内容盛りだくさん！みんな来てね！ちびっこ広場、作品展など内容盛りだくさん！みんな来てね！

　公共交通機関でお越しください。　公共交通機関でお越しください。

　ステージ発表、バザー、もぎ店、フリーマーケット、福祉体験コーナー、

ちびっこ広場、作品展など内容盛りだくさん！みんな来てね！

　公共交通機関でお越しください。

　No.6　No.6　No.6　No.6
　　会　  員 -----４０名
　　 年 会 費 -----２,０００円
　　 活動内容
  　　○毎週金曜日午後７時
        から午後８時 30分まで
       聴覚障害者と聴者が手話に
   より学習や情報交換
などをしながら
楽しんでいます。

会　  員 -----３５名
年 会 費 -----１,０００円
活動内容
  ○災害時の支援活動と防災に
関する情報収集・啓発に
取り組んでいます。
毎月第４土曜日３時か
ら定例会を開催してい
ます。

会　  員 -----８名
年 会 費 -----１,２００円
活動内容
  ○高齢者夫婦、一人暮
らしのお年寄り、障害
者の方で日常生活で
困って見える家の中、
外で簡単な小修繕を
行っています。

 ボランティアグル－プ
「まごの手」

 龍の手･手話サ－クル 防災ボラネット守山

ボランティアのことなら何でもご相談ください。お待ちしています。ボランティアのことなら何でもご相談ください。お待ちしています。
守山区小幡南一丁目 24番 10 号　守山区ボランティア連絡協議会事務局　TEL&FAX  796-0227
　　　　　　　　　　　　　　　　守山区社会福祉協議会ボランティアセンター　TEL  758-2012　FAX  758-2015
守山区小幡南一丁目 24番 10 号　守山区ボランティア連絡協議会事務局　TEL&FAX  796-0227
　　　　　　　　　　　　　　　　守山区社会福祉協議会ボランティアセンター　TEL  758-2012　FAX  758-2015
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守山区社会福祉協議会へ
ご寄付ありがとうございました
平成18年5月8日～平成18年8月4日受付分

敬称略、順不同
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守山区社会福祉協議会にホームページ
ができました！
　福祉に関する情報はもちろん、ボラ
ンティアや各種講座・イベント情報な
どを掲載しています。福祉のことを勉
強したい方も、子育て中のお母さんも、
ボランティアに興味はあるけど一歩を
踏み出せない人も一度のぞいて見てく
ださいね。
　きっと、いい情報が見つかりますよ。
たくさんの方のお越しをお待ちしてい
ます！

http://www.
moriyama-shakyo.jp


