
社会福祉法人
名古屋市北区社会福祉協議会

編集
発行

問い
合せ

令和４年12月
発行

Vol.143

ふくちゃん

住所：名古屋市北区清水４丁目17番１号
北区在宅サービスセンター内
TEL （052）915-7435
FAX （052）915-2640
ホームページ　http://www.kitashakyo.jp/
E-mail　kitaVC@nagoya-shakyo.or.jp

　コロナ禍で遊ぶ機会が減った子どもたちに「笑顔をとどけよう！」と北区内の子ども
食堂などが立ち上がり、開催が実現。当日は大道芸のパフォーマンスや、子ども食堂な
どが各ブースで工夫を凝らしたあそびを提供し、大盛り上がりの1日となりました。

　子ども食堂の活動が盛んな北区では、平成30年に「子ども食堂連絡会」を発足させ、食事メニュー
から運営の課題に至るまで様々な情報を交換しながら活動しています。子ども食堂はあたたかい食事
を提供するだけでなく、時には子育ての相談にのり、またある時はヤングケアラーの発見につなが
り、地域での見守りの場所となっているため、活動の継続が重要となっています。もともと子どもを
核として始めた子ども食堂は、近年では大人や高齢者1人でも気軽に参加できる“地域での多世代交流
の場”となりつつあります。
　今回のフェスタをきっかけに、北区内の子ども
食堂はさらに結束を固め、大きな輪となって地域
でのつながりを深めていきます！

　梅の花のことです。東風が氷を溶かし始める頃…それは春の兆しです。春は東からやってくると
思われて古くは東風（こち）と呼ばれました。「東風吹かばにほひおこせよ梅の花　主なしとて
春な忘れそ　ー菅原道真」の有名な句にも歌われて、東風を待って咲く梅は「風待草」とも呼ば
れます。厳しい冬を耐えまだ寒い時期に香り高い花を咲かせる梅は、可憐な美しさの中にも力強
さを秘めています。優雅な名前ですね（ベティ）

参考文献 /「24節気と72候の季節手帖」
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子ども食堂フェスタ子ども食堂フェスタ

「あつまれ！あそびの森」「あつまれ！あそびの森」9/259/25 開催しました！！開催しました！！

問合せ先　北区社会福祉協議会
子ども食堂の運営やボランティアにご興味のある方はお気軽に問い合わせください。

北区子ども食堂一覧
※子ども食堂によっては対象者が異なる
　場合があります。

名古屋市で初の試み！



　託児者養成講座を経て、平成２年に設立されました。託児や
親子ひろばの企画・運営などを通じて、子育て中の親子の支援
と、私たち託児者も含め、“三者の育ち合い”を目指していま
す。主に北生涯学習センターで活動しています。

　地域支えあい事業を長年にわたり実施し、地域福祉推進に功績のあった団体として辻学区・東志賀学
区・楠西学区が対象となり、名古屋市社会福祉協議会会長より感謝状と記念品が贈呈されました。
　北区では現在19ある小学校区のうち、９学区で地域支えあい事業を実施しています。
実施学区の中には7年目となる学区もあり、日常生活での様々なちょっとした困りごとを
地域の力で解決していただいております。
　ちょっとした困りごとは事業実施学区に設置されている相談窓口へご相談ください。

こどものまちとは
　子どもたちが、自ら運営する仮想のまちで働いて、税金を納めたり、お店で買い物をしたり、
遊びながら社会の仕組みを学ぶまちです。自由に創造する力や主体性、社会性を育みます。
　２月18日(土)に開催する「こどものまち」に向け一緒に運営してくれる子どもたちを募集します。

　　子育てサポート「めだか」 様
第59回 民間社会福祉事業功労者表彰　市長表彰
受賞おめでとうございます

　　子育てサポート「めだか」 様
第59回 民間社会福祉事業功労者表彰　市長表彰
受賞おめでとうございます

上飯田児童
館

上飯田児童
館

地域支えあい事業※実施学区へ感謝状が贈呈されました！

キッズボランティア募集

※名古屋市の介護予防・日常生活支援総合事業の1つです。

親も子どもも私たちも“三者の育ち合い”、イキイキと楽しめることを
モットーに活動しています。興味のある方は声をかけてください。

②

令和4年度 令和4年度 こどものまちこどものまちこどものまち

●問合せ先
　上飯田児童館　TEL916－7030

会議日時：1月7日（土）、15日（日）、21日（土）、29日（日）、2月4日（土）、12日（日）
 14：00～16：00（用事のある日はお休みしてOK）
対　　象：当日参加できる小学生～18歳未満
申込締切：1月6日（金）

受賞のコメント

辻学区 東志賀学区 楠西学区

問合せ先　北区社会福祉協議会

地域支えあい事業
相談窓口一覧



北区いきいき支援センターからのお知らせ

あなたの悩みごとを、弁護士に相談してみませんか？
相談のみで
あれば無料

相談無料

申込み・問合せ先 

相談内容：市内にお住いの65歳以上の方の健康・福祉・介護など、
　　　　　生活の中でのお困りごと
相談方法：来所、電話での相談のほか、必要に応じて訪問も可
いきいき相談室対象者：どなたでも（ご本人、ご家族など）
※お住まいの身近なところに相談室がありますのでお気軽にご相談ください

相談内容：財産管理の問題、相続の問題、家族間の問題など、65歳以上の方の
　　　　　生活上のさまざまな悩みごと
相談方法：いきいき支援センターへ相談日の３営業日前までに事前予約の上、
　　　　　相談場所へ来所
対 象 者：65歳以上の方及びその代理人（代理での相談は委任状が必要です）
相談時間：13：30～16：30（おひとりにつき30分間）

「高齢者いきいき相談室」をご紹介します！！

高齢者のための無料法律相談会

 開催場所 西部いきいき支援センター 西部いきいき支援センター分室 東部いきいき支援センター

 日程 令和５年１月19日（木） 2月9日（木） ３月２日（木）

担
当
学
区

飯田・城北・杉村・辻・東志賀・
宮前・名北・六郷・六郷北

開催日（令和５年）  
１月　８日（日）・14日（土）・22日（日）・29日（日）
２月　 12日（日）・25日（土）・26日（日）
３月　５日（日）・11日（日）・19日（日）

大杉・川中・金城・光城・清水・

味鋺・楠・楠西・西味鋺・如意　

北区東部いきいき
支援センター

北区平安二丁目1-10
第５水光ビル２階

TEL ９９１－５４３２
FAX ９９１－３５０１
TEL ９１５－７５４５
FAX ９１５－２６４１
TEL ９０２－７２３２
FAX ９０２－７２３３

北区清水四丁目17-1
(北区在宅サービスセンター内)

北区中味鋺三丁目414

北区西部いきいき
支援センター
北区西部いきいき
支援センター分室

※この法律相談は法テラスの「民事法律扶助制度」を利用しているため、法律相談の際に弁護士が収入や資産の
　状況をお尋ねします。
※法律相談の結果、弁護士に依頼する場合には、収入や資産が一定額以下である方は、弁護士費用等を立替える
　制度があります。

手話に興味があるみなさん、聴覚に
障がいのある方と楽しく交流しな
がら手話を学んでみませんか？  

いきいき相談室一覧

初級手話講座 参加者募集

③

参 加 費：1000円
時　　間：13：00～15：00（全10日間共通）　
場　　所：名古屋市総合社会福祉会館　大会議室他
申込方法：北区社会福祉協議会
 TEL 915 -7435　FAX 915 -2640
 ※FAXでお申し込みの場合は、住所・氏名（ふりが
 　な）・電話番号をご記入の上お送りください。
申込締切：12月23日（金）



第７4回 赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール審査結果発表第７4回 赤い羽根協賛 児童生徒作品コンクール審査結果発表
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区内の小中学校の生徒の皆さんから、書道797点、ポスター175点をご応募いただきました。
その中から、北区共同募金委員会と愛知県共同募金会の審査によって、ご覧の作品が選ばれました。
みなさん、おめでとうございました。

～つながり ささえあう みんなの地域づくり～　支援を必要とする人たちが、地域で安心して
暮らすことができることを願って行われる市民の善意の募金運動です。
お問い合わせ：北区共同募金委員会（北区社会福祉協議会内）TEL 915－7435

区共募入賞

金　賞金　賞

銀　賞

令和4年7月上旬～10月中旬

④

貴重なご寄附、ご寄贈ありがとうございました。

ご寄附のお礼

北区社会福祉協議会では、福祉のまちづくりのために、みなさまからのご寄附をお待ちしております。ご協力をよろしくお願いいたします。

北中学校３年
水野　遥香さん

大曽根中学校２年  中　千紘さん
楠小学校１年
三島 蒼季さん 名北小学校２年

松井 咲奈さん

金城小学校６年
森本 夏杷さん

大曽根中学校１年
森　佳苗さん

大曽根中学校 1年
吉川 怡晴さん東志賀小学校 4 年  菅原 彩葉さん

城北小学校３年
大熊 珠世さん

宮前小学校４年
片桐 悠里さん

楠小学校５年
丹羽 杏佳さん

楠小学校６年
平野 晴哉さん

北陵中学校１年
田中　凜さん

若葉中学校 2 年
横井 莉子さん

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●ユニー（株）“小さな善意で大きな愛の輪”運動　アピタ名古屋北店 様
●ユニー（株）“小さな善意で大きな愛の輪”運動　ピアゴラフーズコア黒川店 様
●ユニー（株）“小さな善意で大きな愛の輪”運動　ピアゴラフーズコア味鋺店 様
●名古屋高速道路公社 様

楠小学校 1年 山口　芽依さん
名北小学校 3年 横井向日葵さん
清水小学校 4年 安田　悠真さん
東志賀小学校 5年 鈴木　埜愛さん
西味鋺小学校 5年 浅井　優那さん
東志賀小学校 6年 増淵　　杏さん
北中学校 1年 井上　真愛さん
大曽根中学校 1年 平岩　　花さん
北陵中学校 2年 石野陽太郎さん
八王子中学校 3年 松山　真士さん

金城小学校 3年 金森　陶馬さん
城北小学校 4年 柘植　愛雛さん
東志賀小学校 5年 倉田さゆりさん
飯田小学校 6年 西本　愛理さん
六郷北小学校 6年 井上　夏鈴さん
辻小学校 6年 永井　詩葉さん
八王子中学校 1年 野中　瑠奈さん
志賀中学校 2年 村松　咲希さん
楠中学校 3年 高尾　莉世さん
北中学校 3年 徳田　葉月さん

歳末たすけあい募金運動にご協力をお願い致します

区共募特賞

区共募特賞

中日新聞
社会事業団賞
中日新聞

社会事業団賞

期間：12月1日～12月31日　

区共募入賞


