今年も10月１日から全国一斉に
赤い羽根共同募金が始まります！
！
＜高齢者福祉のために＞

赤い羽根共同募金って何？
共同募金運動は、
「赤い羽根」をシンボルとして、昭和22年以降60余年にわたり民間社会
福祉事業を支えてきた、日本独自の「寄付の文化」として続いてきた運動です。
地域の中で様々な福祉課題が起きている現在、住み慣れた地域において安心して生活でき
るよう、皆様からお寄せいただいた募金は、皆様の身近なところで活用されています。

集まった募金はどのように使われるの？
平成19年度の守山区の共同募金運動では、14,474,920円（歳末たすけあい募金554,870
円を含む）の多額の募金をお寄せいただきました。
皆様からお寄せいただいた共同募金は、愛知県共同募金会において愛知県下の募金が集約
された後、約22％が県内の社会福祉施設や広域的な活動をする福祉団体のために活用され、
残る約78％が翌年度に守山区社会福祉協議会に配分されます。守山区社会福祉協議会では、
「福祉のまち守山」の実現を目指し、地域福祉の推進を始めとする様々な事業の貴重な財源と
させていただいております。

平成19年度中に寄せられた共同募金の守山区内における主な活用状況
＜地域福祉の推進のために＞

各学区の地域福祉推進協議会への助成
各学区の地域福祉推進協議会では、
「自分の住み慣れた地域で地域の人とふれあいなが
ら少しでも長く生活をしていきたい」という願いを実現するため様々な活動を行ってい
ます。

（地域福祉推進協議会で行っている行事）

老人給食サービス事業の運営
ひとり暮らし高齢者などの食の確保や安否確認を行うため、多くのボランティアの皆
さんの協力を頂き、昼食の配食を行っています。
滝本さん

寺師さん

お弁当を配ってもらうよう
になって20年くらいになり
ます。お弁当を配ってくだ
さるボランティアさんは、
とても親切で話がしやすい
です。火・木曜日がお弁当
の日なので、違う曜日に病
院 に 行 っ た り と、ス ケ
ジュールを立てています。 「老人給食サービス事業」を利用して
いる寺師さんと民生委員で給食ボラ
ンティアの滝本さん

お弁当配りが生活の一部に
なっており、笑顔で「ごく
ろ う さ ま」と 言 わ れ る と
とっても嬉しいですし、利
用者さんの顔を見るとホッ
とします。ただ訪問するだ
けでなく、お弁当を渡すこ
とで会話が増え、体調など
様々な変化を発見できるの
で、高齢者の見守り活動と
しても大切だと感じます。

ひとり暮らし高齢者世帯等に対する耐震留め具取り付けサービス事業
地震により倒れてきた家具の下敷きになり大怪我をしたというニュース
をよく聞きます。大規模災害に備え、転倒の危険性がある家具にＬ字金具
などの耐震留め具の取り付けを行っています。

＜障がい者福祉のために＞

福祉マップの作成
「外出をしたい」という思いは誰もがお持ちです。障がい
をお持ちの方の外出を支援するための福祉マップを作成して
います。

＜その他の福祉推進のために＞

「福祉のまち守山」の実現を目指し、福祉情報の発信、心配ごと相談事業、児童福祉事業
への助成など多くの事業を行っています。

地域の福祉、みんなで参加 皆様の身近なところでご協力を
親子のふれあい行事

ひとり暮らし高齢者の給食会

など

各種ボランティア養成講座の開催
守山区内のボランティア活動を推進していくため、障がい者の外出支援ボランティア
の養成講座を始め手話講座、点訳講座等の講座を開催しています。

共同募金の目的は、たすけあいの心を育んでいくことにあります。共同募金運動では、皆
様のご家庭に直接募金をお願いする戸別募金を始め、法人企業、職場、学校、保育園･幼稚園、
街頭、各種イベント会場などにおける募金協力など様々な機会をとらえて皆様にご協力を呼
びかけております。
運動の主旨をご理解いただき、
「福祉のまち守山」のさらなる推進のため、皆様のあたたか
いご協力をお寄せいただきますよう、よろしくお願いいたします。

「第 25 回守山区福祉まつり」を開催します！
！
〜
〜 25
25 周年ありがとう。そしてこれから…〜
周年ありがとう。そしてこれから…〜「守山区福祉まつり」の開催

日
場

にも共同募金の配分金が
活用されています。

時：平成 20 年 11 月９日（日） 午前10:00 〜午後３:00
所：アクロス小幡（名鉄瀬戸線「小幡駅」前）

地域住民やボランティア、区内の社会福祉施設、福祉団体等が一堂に会する「守山区福祉まつり」を今年も開
催します。
「バザー」
「フリーマーケット」
「模擬店」
「スタンプラリー」
「ちびっこ広場」
「健康測定」
「ステージ発表」
など、子どもから大人まで楽しめる内容が盛りだくさんです。多くの皆様のご来場をお待ちしています。

もりやま子育て隊

雨池公園
金城学院大・短大

雨池公園
桜並木
大 森・金 城 学 園 前
駅から雨池公園に
続く桜並木は見応
えがあります。

雨

池

大森寺
大 森 金 城学

壇ノ浦
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この広報紙は，みなさまからお寄せいただいた赤い羽根共同募金を財源としてつくられています。

大森台住宅

前

みなさん、
『雨池公園』をご存知ですか？
『雨池公園』は、名鉄瀬戸線「大森・金城学院前駅」
から、桜並木の続く道を北東へ向かって、数分のとこ
ろにあります。
芝生の広場や、ため池に通じるせせらぎなど自然が
いっぱい。遊具や噴水などもあり、大人から子どもま
で楽しめる公園です。
春には桜が満開に咲き誇り、秋にはどんぐり拾いが
楽しめます。夏にはホタルが出現することもあるそうで、
一年を通して魅力いっぱいの公園です。
一度おでかけしてみてはいかがですか？

ジョギング・
ウォーキングの
できるコースが
あります。

大森北小

遊具
ロープウェイや
すべり台などが
あります。

園

公園に出かけよう！
！

大森北小学校

噴水
夏は水遊びができます。

東名高速道路

もりやま子育て隊「ちゅうりっぷ」は守山区内で子育て
を応援するグループで、保育園で園庭開放のお手伝い
をしたり、子育てサロン・サークルで見守りや遊びのお
手伝いをしています。

ステージ発表の様子

どんぐりの木
秋にはたくさんのどん
ぐりを拾うことができ
ます。

土手すべり
ダンボールをお尻に敷い
て土手をすべり降りるこ
とができます。

ちゅうりっぷのの子育て情報

模擬店の様子

印

壇ノ浦
公園 名鉄瀬戸線
法輪寺

大森北集会所
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場

地域
福祉

探訪記

※情報ボランティアの大川孝次さんに
取材していただきました。

ってどんなところ？
『地域包括支援センター』
平成18年４月に、地域に生活する高齢者の方が幸せ
に暮らすことができるようにと、名古屋市が市内29ヵ
所に設置したのが「地域包括支援センター」です。
守山区内では、東部に「社会福祉法人名古屋市守山区
社会福祉協議会」内に、西部に「医療法人有仁会守山友
愛病院」内に、２つのセンター（事務所）があります。
今回は、「西部地域包括支援センター」をお訪ねしてき
ました。副所長の佐藤さんが対応してくれましたが、物
腰が柔らかく親切なお人柄で、初対面にも関わらず気軽
にお話をお伺いすることができました。
早速、センターの目的をお伺いすると「お年を召して

守山区西部地域包括支援センター

心身共に暮らしにくくなった高齢者の方が、少しでも自
立した生活を送ることができるように、健康・福祉・医
療など総合的な問題に対し相談にのっている」とのこと
でした。
年齢を重ねれば自ずと身体が弱まってきますし、悪徳
商法や詐欺の被害にあわないとも限りません。地域で高
齢者が安心して暮らしていけるような相談業務などを、
保健師・看護師・社会福祉士・主任介護支援専門員など
専門職種の方々が、常駐して行っているということでした。
「みなさんよく相談にみえますか？」とお伺いしたと
ころ、なかなか自分で訪ねてきてくれる方は少ないとの
こと。しかし「何か困った事があったら、何事でも先ず
気軽に電話をかけてください」ということでした。お体
の具合などで来所できないなどの事情がある場合は、お
宅へお伺いする体制も整っているとのことでした。費用
は無料です。
身近な所にこのようなセンターがあり、心強く感じま
した。なお詳しい事をお知りになりたい方は下記までお
電話ください。係の方に親切に対応していただけます。
守山区東部地域包括センター

小林克巳先生の健康レシピ
じゃが芋・ボロニアソーセージサラダ
〈材

作り方

料〉

じゃが芋
250ｇ
オリーブ油
少々と大さじ２
玉ねぎ
小１／２個
塩
少々
ボロニアソーセージ
１／２本
胡瓜
１／２本
セロリ
１／２本
しょう油
大さじ１／２
酢
大さじ２
こしょう
少々

TEL：052-758-2013

（守山東、志段味、大森、森孝中学校区）
守山区西部地域包括センター
丁寧に対応してくださった佐藤さん（右奥） 守山区東部地域包括支援センター

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

胡瓜とセロリの歯ごたえがシャキ
シャキ。
お酢でさっぱりした味になります。

TEL：052-758-5560

（守山西、守山、守山北中学校区）
名古屋栄養専門学校講師

ボランティアグループ
「まごの 手 」

No .12

防 災ボラネット守山

会員…10名
会費…1,200円

会員…35名
会費…1,000円

活動内容
高齢者夫婦、一人暮らし
のお年寄り、障がい者の
方で日常生活で困ってみ
える家の中、外の小修繕
をおこなってたいへん喜
ばれています。ただいま
会員募集中です。

活動内容
災害発生時にはボラン
ティアセンターの支援活
動を行い、平常時は防災
に関する知識や技術を
区民の方に広く伝え被
害を軽減することを目的
に活動しています。

会員募集中
「ぴあ・チャレンジド」は、地域での障がい者の
仲間づくりを目的として活動しているボランティ
アグループです。会員には健常な方や運動機能障
害（車いす、杖）の方などがおり、交流をしています。

活動内容
①いろいろな施設やお店に行って、バリアフ
リーの調査を行っています
②福祉教育などで健常な方に対
して車いす体験などを行って
います。
③月に１回、守山区社会福祉協
議会のボランティアルームを
借りて交流会をしています

龍の手 ・手話サークル
会員…50名
活動内容
会費…1,500円
聴覚障がい者と聴者が手話により、学習や情報交換な
（６ヶ月） どをしながら楽しんでます。
○毎週金曜日午後７時〜８時30分まで。
○第１.２.４火曜日10時30分〜12時まで。

興味のある方はどなたでもお気
軽に守山区社会福祉協議会までお
問い合わせください。

トイレの番人

編集委員三島秀一さんのエッセイを紹介します︒

動物図鑑を見ていると︑マンガにでてくるような鳥
がいた︒アメリカの国鳥﹁白頭わし﹂である︒
首から上はまっ白で威厳がある︒鋭いくちばしだけ
でなく︑目まですごみがある︒国鳥に指定するとは︑
西部劇のアメリカにぴったりである︒
首から下はミニタリールックだ︒描いていると︑ホ
テルの門番みたいになった︒旅したインドのホテルの
門番は︑鳥ににて︑威厳にみちていた︒
たしかにこんな番人なら信頼はあついよな︒
私は︑本物を見たくて東山動物園にいった︒
猛暑のため︑入園者は動物より少なく︑まるで休園
日のようなしずけさの中で︑白頭わしはジーとしずか
にしていた︒アメリカにくらべ︑名古屋の夏は暑すぎ
るのか︑まるでハクセイのようにうごかなかったが︑
それがかえって堂々として︑威厳があった︒
つ か れ て 帰 ろ う と す る と ︑﹁ さ よ な ら ﹂と ︑ 一 度 羽 ば
たいた︒すると一枚の白い羽がまいおりてきた︒
俺にプレゼントかな︑ありがとう︒
いまでも︑その白い羽は︑家のトイレの壁にはりつ
けてある︒俺の︑用の番人として︒

青少年の自立支援サミット

第25回 もりやまこどもまつり

「みんなで遊ぼう お祭りだ。
お祭りくる人 この指と〜まれ！」
ぼくもグー わたしもグー みんなそろってグーググー
平成20年10月19日㈰ ＜雨天時10月26日㈰＞
午前10時〜午後３時 小幡緑地公園本園にて
親と子、子ども同士のふれあいと、子どもたちの生活発表を目的とした「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って企
画・運営をする、手作りのお祭りです。
ステージイベントや子どもたちの
遊びのコーナー、模擬店もあり、みん
なで楽しめるものです。
お友達やご家族など皆さんお誘い
合わせてお越しください。

あなたの声をお寄せください！

社協だより編集ボランティアさん募集！
この『社協だより』の紙面づくりにご協力いただけるボラ
ンティアの方を募集していま
す。
（紙面の内容の検討、地域
の福祉施設やボランティアグ
ループなどの取材）
ご自分の住む地域に興味や
関心のある方、文を書くのが
好きな方などふるってご応募
ください。
社協だより編集会議の様子

①じゃが芋は皮をむいて３〜４セ
ンチの 長さ、割 箸くらいの太
さに切ります。
②フライパンにオリーブ油を少々
入れて、全 体を少しこげ目が
つくように、ゆっくり焼きます。
（下ゆでして、油で揚げても良
い）
③玉ねぎは薄切りにして晒布（さ
らし）に入れ、塩をふり、よく
もみ、水洗いして水気をしぼり
ます。
④ボロニアソー セージ は、じゃ
が芋と同じように切って、じゃ
が芋と同じように焼きます。
⑤胡 瓜・セロリは、薄く切 ら な
いように、じゃが芋・ソーセー
ジに合わせて切ります。
⑥そこに少々の 塩をふり、水気
を取って他の材料と合わせ、ま
ずオリーブ油（大さじ２）を入
れてよく合わせます。しょう油・
酢・こしょうを加えて、軽くま
ぜます。

『社協だより』をより充実した内容にするためにあなたの声をお寄せください。
（A）
今回の
『社協だより』
の中でおもしろかった記事を１つ挙げてください。
（B）
今後、
この
『社協だより』
で取り上げて欲しい記事や情報を教えてください。
（C）
その他
『社協だより』
についてのご意見・ご感想をお聞かせください。
ハガキ・FAX・e-mail で、あなたの ①お名前、
②性別、
③年齢、
④住所、上記（A）
〜（C）のご意見をご記入の上、名古屋市守山区社会福祉協議会「社協だより vol.61」
係までお寄せください。
（あて先住所等の連絡先は表側の右上にあります。
）
※平成20年10月31日（必着）までにお寄せいただいた方の中から、抽選で10名の方
に図書カードをプレゼントいたします。
（結果は当選者のみに連絡いたします。）

投稿も大募集します！
！
あなたの地域、学校、職場などで取り組まれている福祉活動をこの『社協だより』
で紹介していただけませんか？投稿お待ちしております！

※お寄せいただいたお名前やご住所などの個人情報は、景品の発送や今後の社協だより作成のために使用させていただきます。また、本会では個人情報を適切に管理いたします。

パネルディスカッションと
相談会のご案内
NPO法人 こころとまなびどっとこむ
では、不登校、ひきこもり、いじめなどを
経験した若者たちの声を聴いていただくた
め、下記のようにパネルディスカッション
と相談会を開きます。
と き
ところ
対 象

10月19日㈰ 午後１時〜４時30分
KTC中央高等学院名古屋キャンパス
保護者・若者・教職関係者など

入場料

無料（相談希望者のみ予約）

お問い合わせ
NPO法人 こころとまなびどっとこむ
名古屋市中村区椿町11の２
三共ルネサンスビル
TEL 052（452）1136
FAX 052（452）1138

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20年5月28日〜平成20年7月31日受付分（順不同）

・守山学区女性会 様
・岐阜信用金庫 守山支店

※この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

様

