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目  標 基本計画

１ 新たな担い手
づくり

１ 福祉・ボランティア情報の地域への発信強化

２ ボランティア養成講座の充実

３ ボランティア活動体験機会の充実

３ 新たな拠点
づくり

８ 地域にあるたまり場への支援

９ 新たなたまり場づくりの支援

10 たまり場・相談機関の情報提供の仕組みづくり

４ 地域の生活課題を解決する地域福祉推進協議会
への展開

５ コミュニティワーカーによる学区担当制の実施

６ 地域福祉活動担い手研修会の充実

７ 老人給食サービス事業の活性化

実　施　計　画
▼ ▼ ▼

【計画の全体像】

【平成２１年度 主な実施項目】

【２次計画の推進体制】

守山区社会福祉協議会

第２次地域福祉活動計画

遂に完成しました!!
（平成21年度～平成2

5年度）

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。

　皆さん、『児童館』をご存知ですか？『児童館』は名古屋市内 16区に１ヵ所ずつ
あり、遊び場の提供を行ったり、各種のふれあい行事などを行っています。
　今回は、守山児童館の松本智子館長にお話を伺ってきました。

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。
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名鉄小幡駅

<守山児童館>
住所：守山区小幡 1-3-15
TEL ：（052）796-1501（FAX兼用）
ホームページ：
　http://www15.ocn.ne.jp/̃mori-jid/
開館時間：8:45 ～ 17:00
休館日 :月曜日（小学生の長期休業
　　　　期間中は日曜日が休館日)

　１次計画においては、住民の皆さまに関わってもらう仕掛けが十分でなかったため、各
実施計画において当初の目標どおりの満足な成果は得られませんでした。
　そこで、今回は作業部会委員を中心とした守山区民の皆さまとともに計画を実践して
いくことを最重要課題と考えています。

　第60号、62号でもお伝えしてきました第
２次地域福祉活動計画が、遂に完成いたし
ました !!
　策定委員・作業部会委員さんの１年間にわ
たるご協力はもとより、アンケート調査等
にご協力いただきました各種団体の皆さま
のお陰です。
　本当に、ありがとうございました。
　守山区社会福祉協議会は、守山区民の皆
さまとともに、行政や福祉関係機関のご協
力のもと、この計画への熱い思いを実現す
るために全力を尽くしてまいります。

“わいわいサロン”や“手芸教室”など、
現在あるたまり場（サロン）を広げて
いくために何が必要か検討しよう!!
【実施計画９】

ボランティア活動情報の効果的な
提供方法について検討しよう!!
【実施計画３】

「老人給食サービス事業」をさらに活
性化するために、福祉ニーズの効果
的な収集方法を検討しよう!!
【実施計画７】

　本計画にご興味のある方、是非ともご参加ください、お待ちしております。
　なお、第２次地域福祉活動計画概要版を７月下旬から、社会福祉協議会事務所や各
公所の窓口にて配布いたしますので、是非とも一度読んでみてください。
　また、計画完成を記念した発表会を９月中旬に実施する予定ですので、お気軽にご参
加ください（詳しくは９月広報なごや守山区版をご覧ください）。
 あなたのまちをあなたの力で変えてみませんか?
そんな思いを社会福祉協議会は応援し、共に歩みます!!

　作業部会委員による計画推進委員会を立ち上げ、年１～２回
開催し、計画の進捗状況の確認、年次計画の見直し等の検討を
行います。

計画推進委員会

福祉情報設置店と協力サポーターを
増やそう!!
【実施計画１】

Ｑ：守山児童館はいつできたのですか？　　Ａ：昭和48年です。
Ｑ：何歳から遊びに行けますか？　　　　　Ａ：赤ちゃんから遊べます。
Ｑ：行事がある日とない日がありますが、いつ遊びに行けますか？
Ａ：行事の有無に関わらず、いつでもＯＫです。気軽に遊びに来て自由に遊んで行ってくださいね。
　　『子育てサークル』や『保育園の遊ぼう会』などの情報もあります。初めて来館された方は、気軽にスタッフに声

をかけてくださいね。
Ｑ：飲食は可能ですか？
Ａ：もちろんOKです。お弁当やお茶を持参されて、午前・午後と遊んでいかれる方もみえます。
Ｑ：児童館の行事などが掲載されている、児童館だより『もりやまじどうかん』は、どこで手に入りますか？
Ａ：守山区役所、守山保健所、守山生涯学習センター、守山区社会福祉協議会、守山図書館、758キッズステーショ

ン（栄）などに置いてあります。
Ｑ：最後に児童館の魅力などについて一言お願いします。
Ａ：公園などで遊ぶ『移動児童館』、世界の優良おもちゃで遊ぶことができる『おもちゃのひろば』などもあります。

また、「ことばが増えない」「落ち着きがない」などの心配をお持ちのお子様と保護者の方のための交流の場で
ある『いこいの家』が毎週水・日曜日の10:00～14:00に開催されています。
児童館はどなたにも自由にご利用いただけますので、気軽にお越しください。

『児童館』ってどんな所？

給食サービス
事業連絡会

作業部会委員を中心とした守山区民による、３グルー
プ（情報・人・場）の計画推進プロジェクトチームを立
ち上げ、各グループのテーマに沿った調査・研究・企
画・実践活動を行います（その成果を計画推進委員会
に報告します）。

計画推進プロジェクトチーム
人

情報場

作業部会
委員守 山 区 民 公 募 委 員＝



※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。 ※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。

地域
福祉 探 訪 記地域
福祉 探 訪 記

～ 金城学院大学「ボランティアサークルＰＡＬ」～

※情報ボランティアの大川さん・池さんに取材していただきました。

　これまでの「地域福祉探訪記」では福祉施設を
紹介する記事が多かったのですが、今回は、守山
区内にある大学「金城学院大学」の「ボランティ
アサークルＰＡＬ」を取材してきました。
　取材に協力していただいたのは、金城学院大学
の柴田謙治教授と「ボランティアサークルＰＡＬ」
の代表である渦原有美香さんのお二人です。
　サークルの名前についている“PAL”とは、英
語で“仲間”という意味で、仲間同士で役立つボランティアをしようというこ
とで、この名前がついたそうです。
　既に10年以上続いており、今年度は新たに９名の新入生が入り、現在活動し
ているメンバーは38名、ここ数年で活動が活発になっているということでした。
 
＜現在の活動は…＞
　名東区にある「障害者スポーツセンター」で、車いす利用者の卓球大会のお
手伝いや「夏祭り」「クリスマス会」での出店のお手伝いをされているとのこと。
　また、瑞穂区にある老人保健施設でのイベントのお手伝いもされているとい
うことです。

 ＜新たな取り組みとして…＞
　今年初めて、守山区で年１回開催されている住民参加のお祭「でてきな祭（で
てきなさい）」でのボランティア活動をされたとのこと。
　また今年度より、大学内での新たな取り組みとして、
積極的に社会貢献をしようということで考えたのが「世
界の子どもたちにワクチンを送って病から救う運動」
への参加です。ペットボトルのふたが 400 個で 10 円
になり、20 円で１本のワクチンとなります。この活動
を始めるために、大学に許可を得て、回収箱を学内に
いくつか設置したとのことで、最初の１週間で 1356 個のふたが集まったとの
ことです。
 
　代表の渦原さんがこのサークルに入ったきっかけは、今まで１度もボランティ
アをした事がなかったので何かやってみたかったからということでしたが、実
際に活動して学年を超えてメンバーと仲良くなれたこと、障がい者や高齢者と
触れ合うことで新しい発見や、考え方も変わったことが良かったとおっしゃっ
ていました。また、この活動経験を大学の授業などで発表させてもらえること
も良い経験だそうです。
　今回の「社協だより」表面にある「第２次地域
福祉活動計画」の記事でご紹介した作業部会にお
いても、昨年１年間を通して金城学院大学の学生
数名に参加をしていただきました。
　今後も大学と地域の交流が増えることを期待し
たいと思います。

　老人給食サービス事業において、守山区内にある 12 カ所の拠点をまわっている
配食車“めばえ号”が新しく「名古屋守山ロータリークラブ」様より寄贈されました。
　老人給食サービス事業は、ひとり暮
らし高齢者に対する安否確認と食の
提供を目的としており、これまで 33
年間続いています。また、現在活躍す
るボランティアの人数は 450 名以上
になります。
　お弁当を届けるのに欠かせない“め
ばえ号”は、今日もあなたのお住まい
の近くを走っています。

【内   容】ボランティアって何？ ボランティアの活動紹介・体験など
【日   時】８月３日（月）10:00 ～ 15:00
【会   場】守山区社会福祉協議会 研修室（名鉄小幡駅前「アクロス小幡」３階）
【対   象】小学５年生以上　【定  員】30 名（申込多数の場合抽選）
【参加費】300 円（昼食付）
【申込み】７月 24日（金）までに、守山区社会福祉協議会の窓口または電話、FAXに

てお申込みください。（FAXの場合は「夏休みボランティア一日体験講座
参加希望」と明記の上、「住所」「氏名（ふりがな）」「年齢」「性別」「電話番号」
を記入してください。）

　　　 ※受講の決定は７月 31日（金）までに当選者のみに通知します。

講座の
ご案内

「夏休みボランティア一日体験講座」参加者募集

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21年2月1日～平成21年5月31日受付分（順不同）

投稿を
大募集します！！

あなたの声をお寄せください！
　『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.63」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21年７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。）

　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？
また、「近所にこんな所
がある」「こんな催し物
がある」など、紹介し
たい福祉情報などがあ
りましたら、ご連絡く
ださい。

・県立緑ヶ丘商業高等学校 生徒会  様

・なごや農協 女性部 志段味支部  様

・心配ごと相談員一同  様

・藤井 一郎  様

・名古屋ヤクルト販売（株）  様

・アサヒビール（株）名古屋工場  様

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

～この夏休みはボランティアにチャレンジだ！！～

　No.14　No.14
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

“めばえ号”が寄贈されました

名古屋栄養
専門学校講師

小林克巳先生の健康レシピ小林克巳先生の健康レシピ
魚（１人分）……………………………８０g
塩 …………………………………… 少々
こしょう……………………………… 少々
強力粉（または小麦粉）…………………… 少々
サラダ油………………………… 大さじ４

玉ねぎ………………………………２５０g
ピーマン……………………………… １個
   酢……………………………… 大さじ４
   醤油 ………………………… 大さじ４
   サラダ油……………………… 大さじ１

～みんなでつくろう！福祉のまち守山～
　守山区内で活動するボランティア、ＮＰＯ等が実施する地域福祉活動に対し
て助成します！　
　例えば･･･「ボランティアを気軽に体験できるイベントの開催」「障がい者が
地域との関わりを深める交流会」「誰もが気軽に集えるたまり場づくり」「地
域の子育て情報、バリアフリー情報などの情報紙の発行」など、夢を形にし
てみませんか？
１．助成対象団体
　　主として守山区内で活動する非営利の次の団体
　　（１）法人格をもたない任意団体（ボランティア等）
　　（２）特定非営利活動法人（NPO法人）
 
２．助成対象事業
　　平成21年10月１日から平成22年３月31日までに守山区内で実施する地域福祉活動。
　　なお、その活動に必要な備品・消耗品の購入も対象とする。
※助成団体、事業内容、経費のうち対象外とみなすものがあります。
 
３．助成金の交付金額
　　１団体につき10万円まで（総額50万円を限度）
 
４．申請
　　守山区社会福祉協議会にて申請書を配布。必要事項記入のうえ、郵送または来所
にて受付

　　申請締切　平成21年８月31日（月）必着
 
５．審査
　　第一次審査　書類審査　平成21年９月上旬に申請者あてに通知予定
　　第二次審査　公開プレゼンテーション（説明発表）
　　　　　　　　平成21年９月25日（金）13：00～
　　　　　　　　１団体５分程度のプレゼンテーションを行い、その結果を基に審査し、
　　　　　　　　助成額決定

ボランティア・NPO応援助成ボランティア・NPO応援助成

～ 魚のオイル焼 酢醤油かけ ～
〈材　料〉（４人前）

・１人２～３切に、小さく切っても良いです
・皮側は少々焦げすぎくらいに、身側は火が通る程度に焼きます

①魚は、塩・こしょうをふり、強力粉をまぶして、フライパンで焼き、皿に分けます。

　油は、「サラダ油」「オリーブ油」「グレープシードオイル」など、好みのものを使用
してください。また、魚を焼いた焼油を使用すると、少々汚れますが、味は良いです。

③酢・醤油・サラダ油を合わせて、上からかけます。
②玉ねぎ・ピーマンを薄切りにして、２回水洗いして、水気をきって魚にのせます。

お弁当をお届けします！

この事業は、赤い羽根共同募金配分金の一部を財源に実施します。

作り方作り方

　玉ねぎのおいしい時期にぴったりのレシピです。魚は「サバ」を使用すると、脂肪の少ない時
期ですが、おいしくできます。「イサキ」も良い季節ですが、小骨が硬いので、きちんと骨を取りま
しょう。「トビウオ」「アジ」など、どんな魚でもＯＫですが、青背の魚は皮側をよく焼くことがおい
しく作るポイントです。野菜は「玉ねぎ」を中心に、「きゅうり」「レタス」「トマト」「青しそ」「茹でた
いんげん豆」などを使用してもおいしいです。

ひまわりひまわり
会　員：21名
年会費：1,200円

地域ボランティア グループ

月～土曜日、祝日、月３～４
回昼食作りが出来る人、区
内施設作業、イベント手伝い、
100円喫茶店、第1火曜日
ミーティング、いつでも入会
できます。

会　員：9名
年会費：1,000円

会　員：10名
年会費：毎年検討
　　　　（入会金 1,000 円）

要約筆記サークル

耳の不自由な人々向けに、
映画・講演の際に拡大映写
機（OHP）で字幕をつける
活動をしています。

視覚障害者の希望者に広
報なごや守山版を録音して
郵送、対面朗読、声の図
書の貸出（毎月
第2土曜日10時
～11時30分）
社協ロビーにて、
紙芝居の実演。

ひばりひばり
かっこうかっこう

NEW

公開プレゼンテーション
見学者も募集中 !!




