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視覚障がいその他の理由で活字のままで読むことが困難な人のために、
営利を目的とする場合を除き「録音図書」「点字図書」「拡大図書」等の
製作をすることを認めます。

情報紙「ぱわわ」へのご意見、ご感想も
はがき・FAX・メールにて受け付けています

天白を元気にする力(パワー)
地域をつなげる輪(わ)と和める(わ)たまり場づくり

そんな思いがひとつになって　　　　  と名づけました
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バックナンバーはこちら:http://www.tenpaku-shakyo.com/fr_06.html

ヤマト

大和

等
※期間3/18～3/31迄の間で1～2回程度

い とても優しい味
の手作りぼーろ。
その名も
「ほっとぼーろ」
ぜひ一度、ご賞
味ください。農業
センターでも販
売中です。

　名古屋コーチンの卵を使い、ひとつひとつ丁寧に丸めをしています。

ほっとぼーろ 好評販売中ほっとぼーろ 好評販売中

ほっとはむ

次の方々より天白区社会福祉協議会にご寄付をい
ただきました。厚くお礼申しあげます。天白区の地
域福祉推進に有効に活用させていただきます。

（令和元年１１月１日から令和2年1月末日受付分 受付順）

○名城大学ボランティア協議会 様
○天白民謡・舞踊同好会 様
○古山　勝 様      ●合計　3件

　ねえねの学校には、訪問で授
業を受けている子どもたちがい
ます。重い病気や障害、家庭の事
情などで通学が難しい子どもた
ちが、自宅や病院で先生の訪問
授業を受けています。
　年に数回、行事などの際には、
親と一緒に訪問授業の子どもた
ちも学校にやってきます。
　先日、ＰＴＡの有志で、訪問授
業の子どもたちの前でパプリカ
を踊ることになりました。みんな
忙しくて集まることができないの
で、各自、ＹｏｕＴｕｂｅなどを見な
がら自主練習です。私も毎晩、家
族に笑われながらも、一人で踊り

　ご主人と二人暮らしのMさん （85
歳女性）は、短期記憶障害の認知症
の方です。Mさんは、少し前に話した
ことを忘れてしまいます。先日も M
さんは、自分が牛乳を頼んだことを
忘れ、買い物帰りのご主人に「いらん
物買ってきて！」とご立腹でした。ご
主人は慣れているようですが、いつ
も責められてしまうご主人の心労を
思うとヘルパーは気がかりでした。
　ある日、Mさんが転倒による骨折
で入院されました。入院中、ご夫婦は、
携帯電話でお話はできましたが、ご
主人の病院への頻繁な見舞いは困
難なため、ヘルパーの代行サービス
に依頼があり、Mさんの日用品を届
けることになりました。
　ヘルパーは、病室に行き、不穏な
Mさんのお話「主人が見舞いに来や
しない！」等を聞きつつ、日用品をお
渡ししました。すると、Mさんは「こ
れ全部主人が用意したの？」と確認

『パプリカ』『パプリカ』

元気まんてん！笑顔咲く！～地域につなげる、はつらつパワー～
名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業
元気まんてん！笑顔咲く！～地域につなげる、はつらつパワー～
名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

   　暖冬だったとはいえ、日差しが和らぎ、陽が
延びるのが嬉しい今日この頃。昔ほど外遊びする子どもが見られない
のが気になりますが、屋外で１日２時間過ごすと近視予防にもなるの
だとか。老いも若きもアウトドアを楽しみ、はつらつとした人生を送
りたいものです。                                           

ながら振り付けを覚えました。
　当日は、軽く打ち合わせした
だけで、ほぼぶっつけ本番です。
　ちょっとしたハプニングもあり
ましたが、ノリの良いお母さんた
ちが多く、飛び入り参加もしてく
れて、大いに盛り上がりました。
　自宅で子どもにつきっきりの
生活は、親も子も、息がつまって
しまうので、こんなふうに、わい
わいできる日が必要です。
　訪問授業の子どもたちとお母
さんたちのために、と参加したパ
プリカでしたが、実は、自分が一
番楽しんでいたのでした。

(サトコ)

認知症の人の世界を知る（その52）　
「認知症の方の理解　　
 ～忘れた？「愛」を思い出して～」

認知症の人の世界を知る（その52）　
「認知症の方の理解　　
 ～忘れた？「愛」を思い出して～」

されました。お届けした物には、なじ
みの手鏡など M さんが欲しかった
物がそのままあったので、M さんは
驚いていました。実際は、Mさんに頼
まれた物をヘルパーが揃えただけで
すが、Mさんは自分が頼んだことを
忘れていました。ヘルパーは、ご主人
の印象アップのため「これはご主人が
用意されましたよ。さすが奥様のこ
とを理解されてますね。」と返答。こ
れにはMさんも「あの主人がねぇ！
」と感動しきりで、不穏が治まり、そ
の日はずっとご主人を褒めてました。
　認知症の方は、その方の「納得」が
得られると落ち着かれます。時には
“嘘も方便”を利用して「納得」に繋
げることも有効です。今回の M さん
の「納得」は、ご主人の「愛」を感じら
れたことでしょうか？その日のご夫
婦の定期電話は、ご主人にとって忘
れられない電話になったようです。

（モカ）
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　いつまでも元気で暮らすために、要介護状態等にならないために、または状態が悪化しないためにも介護予防事業はとても大切だと
言われています。
　今回は、名古屋市から社会福祉協議会が委託を受けて実施している介護予防事業「名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業」（以下、
はつらつ）について、ご紹介します。

⇒はつらつでは、介護予防・認知症予防のた
めに様々なプログラムを実施し、心身機能
の維持・向上を図っています。毎週プログラ
ムが異なり、健康体操や音楽療法、簡単な
作りもの、体力測定や外部講師を招いて薬
の飲み方、目についてのお話などを聞くこ
ともあります。図書館での音読教室や外出
企画もありますよ！

詳しくは次のページをご覧ください

天白区社会福祉協議会
キャラクターてんてん

 （ベア太ニャン）
どんなことをしているの？ 対象者 名古屋市内にお住まいの６５歳以上

定 員 ２２名～２６名（会場によって異なります）

会 場 区内８会場　コミュニティセンター（植田南・大坪・平針南・山根）・天白区在宅サービ
スセンター・おおね荘第３集会所・高坂荘第２集会所・野並小学校　※毎年、変更あり

参加期間 ６か月（上半期：４月～９月、下半期：１０月～３月）
週１回　午前：１０時～１２時、午後：１時４５分～３時４５分）

参加費 無料（別途、材料費などは実費負担あり）

募集時期 今期（４月～９月）の募集は２月で一旦締切しました。
次期（１０月～３月）の募集は、8/3（月）～8/31（月）の予定です。
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　国内でのボランティア活動に関わる傷害・賠償事故を補償する保
険として、「ボランティア活動保険」と「ボランティア行事用保険」があ
ります。いずれの保険も、社会福祉協議会窓口にて受付を行っていま
す。活動・行事前日までにお申し込みください。

　国内において、福祉活動やボランティア活動を目的とする団
体が加入できる保険で、主催する行事（自治会や町内会主催は
対象外）で、行事参加者がケガをした場合や、行事主催者が法
律上の損害賠償責任を負った場合に補償される行事単位でご加
入いただく保険です。
　保険料は、行事の内容や宿泊の有無等によって異なります。

天白区社会福祉協議会　052ｰ809ｰ5550申込・問合先

★ボランティア活動保険

★ボランティア行事用保険

　国内において、ボランティア活動をする方が加入できる保険
で、本人がケガをした場合や、法律上の損害賠償責任を負った
場合に補償される年度単位でご加入いただく保険です。
＜1名あたりの保険料＞

2020年度
ボランティア保険のご案内

2020年度
ボランティア保険のご案内

基本プラン Aプラン
250円

Bプラン
300円

Cプラン
350円

基本＋天災プラン
※地震 ･噴火 ･津波に
　よるケガも補償

天災Aプラン
400円

天災Bプラン
500円

天災Cプラン
600円
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まずはお気軽にお電話ください

名古屋市社会福祉協議会天白区介護保険事業所
地下鉄原駅上 原ターミナルビル 3階 ☎052-800-2255

ヘルパーさん募集中!ヘルパーさん募集中!
介護職員初任者研修修了または旧ヘルパー２級の方
空いている時間に
      ホームヘルパーをしませんか♪
空いている時間に
      ホームヘルパーをしませんか♪
時給 1200円～交通費別途支給時給 1200円～交通費別途支給

https://www.facebook.com/
fureainettenpakukufukushikuminnotsudoi

マスコットキャラクター
にこっち@ふれ愛ネット天白

スマートフォンなどをお使いの
方は、こちらのQRコードから
Facebookページにアクセス
していただけます。

会員
募集中

!
問合先

「ふれ愛ネット天白」事務局
（天白区社会福祉協議会内）
TEL：809-5550  FAX：809-5551

将来、子どもに関わる仕事に就きたいと考えている方、社会に貢献し
たいと思っている方、天白児童館で学習サポーターとして活躍してみ
ませんか。
●対　象：児童福祉向上に理解と熱意があり、学習支援（主に英語・

数学）ができる大学生・大学院生・社会人の方
●内　容：ひとり親家庭等の中学生への学習指導（謝礼あり）
●日　時：毎週水曜日　18:00～21:00

夏休み期間中は週２回（月・水）開催予定
学習時間は18:30～20:30

●問合先：名古屋市天白児童館
TEL:８０５-４１２９（火～日　8:45～17:00）

名古屋市中学生の学習支援事業 ～天白児童館 学習サポーター募集！～
点字は、目の不自由な方が手で触って読む文字です。点字に触れ
てみたい方、学んでみたい方、ぜひご参加ください。
●日　時：6月11・18日（木）10:00～12:00
●場　所：天白区在宅サービスセンター　研修室

（原一丁目301 原ターミナルビル３階）
●内　容：点字の読み書きなど
●定　員：先着20名
●費　用：200円（保険料含む）
●持ち物：鉛筆またはシャープペン、消しゴム
●申　込：６月３日（水）までに、電話、FAX

（住所・氏名・電話番号・「点字教室希望」と明記）
または窓口で受付

●申込先：天白区社会福祉協議会

点訳グループみなづき会主催
 「誰でもできる点字教室」（全２回連続講座）参加者募集！

天白区社会福祉協議会の連絡先は本紙１面上部に記載

天白区内の障がい児者·子ども·高齢者に関わるボランティア·
団体·施設等が所属するゆるやかなネットワークです。

ふれ愛ネット天白とは

赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました！！赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました！！

　少し前になりますが、令和元年11月9日(土)、ふれ愛ネット天白ふれあい部会主催による会員間の交流を目的としたイベント「やみなべ
交流会」を開催しました。
　秋晴れの下、正午にふれ愛ネット天白・近藤由利副代表のあいさつでスタート。
　会員事業所の利用者２２名、サポーター・スタッフ２０名が参加し、盛り沢山の具材の醤油味・カレー味・味噌味の三種の鍋を楽しみながら
交流しました。

　保育園から社会福祉協議会に、園児が遊ぶフェルトのおもちゃを作ってくれるボランティアがいないかと相談がありました。
そこで、「はつらつ」から手芸が好きな方が集まり自主グループとして立ち上がった「マーガレットサロン」のみなさんに依頼し
ました。裁縫が得意なこともあり、あっという間に作り上げ、直接みなさんで保育園に届けに行きました。笑って遊ぶ子、びっくり
して泣き出す子もいましたが、「小さくてかわいかったわぁ♡これでお役に立てるなら、またやりたいわ！」と好評な活動でした。

得意分野をいかして地域貢献活動！得意分野をいかして地域貢献活動！

はつらつボランティアさん大募集！はつらつボランティアさん大募集！

令和元年度 赤い羽根共同募金実績額

１０，３４２，５６１円

【保育園に手作りおもちゃをプレゼント】

　１０月末に開催された「天白区民まつり・福祉区民のつどい」で、はつらつも新聞紙のエコバッグや牛乳パックで作る防災笛の
体験コーナーを設けました。当日に向けて、参加者のみなさんには事前準備でいくつかエコバッグを作っていただきました。
　おまつりで余ったエコバッグは、サンエース原駅前店に寄付をしました。店員さんからは、「お客さんにも好評ですぐになくな
るんですよ。」と嬉しい言葉をいただきました。

会場の設営準備やプログラムの補助、参加者さんの見守りをしてくださるボランティアさんを大募集します！
難しいことはありません。一緒に楽しみながらボランティア活動していただけますよ。

【新聞紙で作ったエコバッグをスーパーにプレゼント】

一般募金実績額　 １０，１０９，９６５円
歳末募金実績額　 　  ２３２，５９６円
　今年度も区民の皆様から多くの募金をお寄せいただき、
ありがとうございました。
　お寄せいただいた募金は、約７０％が天白区の地域福祉
活動に、約３０％が愛知県下の民間社会福祉施設の整備等
に役立てられます。
名古屋市天白区共同募金委員会（天白区社会福祉協議会内）
TEL:８０９－５５５０  FAX:８０９－５５５１

使いみちなどの情報につきましては、
ホームページ（http://akaihane.or.jp）
をご覧ください。　

　参加者のみなさん、お疲れ様でした。早朝からの準備・後片付けまでご尽力いた
だいたみなさん、ありがとうございました。

会場の設営準備やプログラムの補助、参加者さんの見守りをしてくださるボランティアさんを大募集します！

はつらつ申込・ボランティアについてのお問い合わせは
天白区社会福祉協議会 まで （ 月～金　9:00～17:00　☎８０９－５５５０）

交流会で会員間交流！交流会で会員間交流！やみなべやみなべ
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交流会」を開催しました。
　秋晴れの下、正午にふれ愛ネット天白・近藤由利副代表のあいさつでスタート。
　会員事業所の利用者２２名、サポーター・スタッフ２０名が参加し、盛り沢山の具材の醤油味・カレー味・味噌味の三種の鍋を楽しみながら
交流しました。

　保育園から社会福祉協議会に、園児が遊ぶフェルトのおもちゃを作ってくれるボランティアがいないかと相談がありました。
そこで、「はつらつ」から手芸が好きな方が集まり自主グループとして立ち上がった「マーガレットサロン」のみなさんに依頼し
ました。裁縫が得意なこともあり、あっという間に作り上げ、直接みなさんで保育園に届けに行きました。笑って遊ぶ子、びっくり
して泣き出す子もいましたが、「小さくてかわいかったわぁ♡これでお役に立てるなら、またやりたいわ！」と好評な活動でした。

得意分野をいかして地域貢献活動！得意分野をいかして地域貢献活動！

はつらつボランティアさん大募集！はつらつボランティアさん大募集！

令和元年度 赤い羽根共同募金実績額

１０，３４２，５６１円

【保育園に手作りおもちゃをプレゼント】

　１０月末に開催された「天白区民まつり・福祉区民のつどい」で、はつらつも新聞紙のエコバッグや牛乳パックで作る防災笛の
体験コーナーを設けました。当日に向けて、参加者のみなさんには事前準備でいくつかエコバッグを作っていただきました。
　おまつりで余ったエコバッグは、サンエース原駅前店に寄付をしました。店員さんからは、「お客さんにも好評ですぐになくな
るんですよ。」と嬉しい言葉をいただきました。

会場の設営準備やプログラムの補助、参加者さんの見守りをしてくださるボランティアさんを大募集します！
難しいことはありません。一緒に楽しみながらボランティア活動していただけますよ。

【新聞紙で作ったエコバッグをスーパーにプレゼント】

一般募金実績額　 １０，１０９，９６５円
歳末募金実績額　 　  ２３２，５９６円
　今年度も区民の皆様から多くの募金をお寄せいただき、
ありがとうございました。
　お寄せいただいた募金は、約７０％が天白区の地域福祉
活動に、約３０％が愛知県下の民間社会福祉施設の整備等
に役立てられます。
名古屋市天白区共同募金委員会（天白区社会福祉協議会内）
TEL:８０９－５５５０  FAX:８０９－５５５１

使いみちなどの情報につきましては、
ホームページ（http://akaihane.or.jp）
をご覧ください。　

　参加者のみなさん、お疲れ様でした。早朝からの準備・後片付けまでご尽力いた
だいたみなさん、ありがとうございました。

はつらつ申込・ボランティアについてのお問い合わせは
天白区社会福祉協議会 まで （ 月～金　9:00～17:00　☎８０９－５５５０）

交流会で会員間交流！交流会で会員間交流！やみなべやみなべ
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視覚障がいその他の理由で活字のままで読むことが困難な人のために、
営利を目的とする場合を除き「録音図書」「点字図書」「拡大図書」等の
製作をすることを認めます。

情報紙「ぱわわ」へのご意見、ご感想も
はがき・FAX・メールにて受け付けています

天白を元気にする力(パワー)
地域をつなげる輪(わ)と和める(わ)たまり場づくり

そんな思いがひとつになって　　　　  と名づけました

[発行]社会福祉法人名古屋市天白区社会福祉協議会
〒468-0015／名古屋市天白区原一丁目301 原ターミナルビル3階   TEL:052-809-5550   FAX:052-809-5551
E-mail:tenpakuVC@nagoya-shakyo.or.jp　http://www.tenpaku-shakyo.com
バックナンバーはこちら:http://www.tenpaku-shakyo.com/fr_06.html

ヤマト

大和

等
※期間3/18～3/31迄の間で1～2回程度

い とても優しい味
の手作りぼーろ。
その名も
「ほっとぼーろ」
ぜひ一度、ご賞
味ください。農業
センターでも販
売中です。

　名古屋コーチンの卵を使い、ひとつひとつ丁寧に丸めをしています。

ほっとぼーろ 好評販売中ほっとぼーろ 好評販売中

ほっとはむ

次の方々より天白区社会福祉協議会にご寄付をい
ただきました。厚くお礼申しあげます。天白区の地
域福祉推進に有効に活用させていただきます。

（令和元年１１月１日から令和2年1月末日受付分 受付順）

○名城大学ボランティア協議会 様
○天白民謡・舞踊同好会 様
○古山　勝 様      ●合計　3件

　ねえねの学校には、訪問で授
業を受けている子どもたちがい
ます。重い病気や障害、家庭の事
情などで通学が難しい子どもた
ちが、自宅や病院で先生の訪問
授業を受けています。
　年に数回、行事などの際には、
親と一緒に訪問授業の子どもた
ちも学校にやってきます。
　先日、ＰＴＡの有志で、訪問授
業の子どもたちの前でパプリカ
を踊ることになりました。みんな
忙しくて集まることができないの
で、各自、ＹｏｕＴｕｂｅなどを見な
がら自主練習です。私も毎晩、家
族に笑われながらも、一人で踊り

　ご主人と二人暮らしのMさん （85
歳女性）は、短期記憶障害の認知症
の方です。Mさんは、少し前に話した
ことを忘れてしまいます。先日も M
さんは、自分が牛乳を頼んだことを
忘れ、買い物帰りのご主人に「いらん
物買ってきて！」とご立腹でした。ご
主人は慣れているようですが、いつ
も責められてしまうご主人の心労を
思うとヘルパーは気がかりでした。
　ある日、Mさんが転倒による骨折
で入院されました。入院中、ご夫婦は、
携帯電話でお話はできましたが、ご
主人の病院への頻繁な見舞いは困
難なため、ヘルパーの代行サービス
に依頼があり、Mさんの日用品を届
けることになりました。
　ヘルパーは、病室に行き、不穏な
Mさんのお話「主人が見舞いに来や
しない！」等を聞きつつ、日用品をお
渡ししました。すると、Mさんは「こ
れ全部主人が用意したの？」と確認

『パプリカ』『パプリカ』

元気まんてん！笑顔咲く！～地域につなげる、はつらつパワー～
名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業
元気まんてん！笑顔咲く！～地域につなげる、はつらつパワー～
名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

   　暖冬だったとはいえ、日差しが和らぎ、陽が
延びるのが嬉しい今日この頃。昔ほど外遊びする子どもが見られない
のが気になりますが、屋外で１日２時間過ごすと近視予防にもなるの
だとか。老いも若きもアウトドアを楽しみ、はつらつとした人生を送
りたいものです。                                           

ながら振り付けを覚えました。
　当日は、軽く打ち合わせした
だけで、ほぼぶっつけ本番です。
　ちょっとしたハプニングもあり
ましたが、ノリの良いお母さんた
ちが多く、飛び入り参加もしてく
れて、大いに盛り上がりました。
　自宅で子どもにつきっきりの
生活は、親も子も、息がつまって
しまうので、こんなふうに、わい
わいできる日が必要です。
　訪問授業の子どもたちとお母
さんたちのために、と参加したパ
プリカでしたが、実は、自分が一
番楽しんでいたのでした。

(サトコ)

認知症の人の世界を知る（その52）　
「認知症の方の理解　　
 ～忘れた？「愛」を思い出して～」

認知症の人の世界を知る（その52）　
「認知症の方の理解　　
 ～忘れた？「愛」を思い出して～」

されました。お届けした物には、なじ
みの手鏡など M さんが欲しかった
物がそのままあったので、M さんは
驚いていました。実際は、Mさんに頼
まれた物をヘルパーが揃えただけで
すが、Mさんは自分が頼んだことを
忘れていました。ヘルパーは、ご主人
の印象アップのため「これはご主人が
用意されましたよ。さすが奥様のこ
とを理解されてますね。」と返答。こ
れにはMさんも「あの主人がねぇ！
」と感動しきりで、不穏が治まり、そ
の日はずっとご主人を褒めてました。
　認知症の方は、その方の「納得」が
得られると落ち着かれます。時には
“嘘も方便”を利用して「納得」に繋
げることも有効です。今回の M さん
の「納得」は、ご主人の「愛」を感じら
れたことでしょうか？その日のご夫
婦の定期電話は、ご主人にとって忘
れられない電話になったようです。

（モカ）
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　いつまでも元気で暮らすために、要介護状態等にならないために、または状態が悪化しないためにも介護予防事業はとても大切だと
言われています。
　今回は、名古屋市から社会福祉協議会が委託を受けて実施している介護予防事業「名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業」（以下、
はつらつ）について、ご紹介します。

⇒はつらつでは、介護予防・認知症予防のた
めに様々なプログラムを実施し、心身機能
の維持・向上を図っています。毎週プログラ
ムが異なり、健康体操や音楽療法、簡単な
作りもの、体力測定や外部講師を招いて薬
の飲み方、目についてのお話などを聞くこ
ともあります。図書館での音読教室や外出
企画もありますよ！

詳しくは次のページをご覧ください

天白区社会福祉協議会
キャラクターてんてん

 （ベア太ニャン）
どんなことをしているの？ 対象者 名古屋市内にお住まいの６５歳以上

定 員 ２２名～２６名（会場によって異なります）

会 場 区内８会場　コミュニティセンター（植田南・大坪・平針南・山根）・天白区在宅サービ
スセンター・おおね荘第３集会所・高坂荘第２集会所・野並小学校　※毎年、変更あり

参加期間 ６か月（上半期：４月～９月、下半期：１０月～３月）
週１回　午前：１０時～１２時、午後：１時４５分～３時４５分）

参加費 無料（別途、材料費などは実費負担あり）

募集時期 今期（４月～９月）の募集は２月で一旦締切しました。
次期（１０月～３月）の募集は、8/3（月）～8/31（月）の予定です。
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　国内でのボランティア活動に関わる傷害・賠償事故を補償する保
険として、「ボランティア活動保険」と「ボランティア行事用保険」があ
ります。いずれの保険も、社会福祉協議会窓口にて受付を行っていま
す。活動・行事前日までにお申し込みください。

　国内において、福祉活動やボランティア活動を目的とする団
体が加入できる保険で、主催する行事（自治会や町内会主催は
対象外）で、行事参加者がケガをした場合や、行事主催者が法
律上の損害賠償責任を負った場合に補償される行事単位でご加
入いただく保険です。
　保険料は、行事の内容や宿泊の有無等によって異なります。

天白区社会福祉協議会　052ｰ809ｰ5550申込・問合先

★ボランティア活動保険

★ボランティア行事用保険

　国内において、ボランティア活動をする方が加入できる保険
で、本人がケガをした場合や、法律上の損害賠償責任を負った
場合に補償される年度単位でご加入いただく保険です。
＜1名あたりの保険料＞
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基本プラン Aプラン
250円

Bプラン
300円

Cプラン
350円

基本＋天災プラン
※地震 ･噴火 ･津波に
　よるケガも補償

天災Aプラン
400円

天災Bプラン
500円

天災Cプラン
600円




