第57回 春日井市社会福祉大会（11月1日）

赤い羽根共同募金（10月1日〜）

第30回 福祉のつどい（10月30日）
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春日井市社会福祉協議会
シンボルマーク

このマークがついている項目は、共同募金の配分金により実施している事業です。

〜みんなで支えあう、あたたかい地域づくり〜

師走を迎え、今年も「歳末たすけあい運動」が、12月1日（水）から全国一斉に始まりました。
この運動は、昭和34年から歳末たすけあい募金として共同募金運動に含められています。
寄せられた皆さんの善意は、「安心と温もり」のまちづくりを目指し、福祉のつどいや合同
クリスマス会など、福祉関係者と市民の皆さんの交流事業に役立てられます。
心温まる善意をお待ちしています。

市内の小・中学校から、書道とポスターあわせて7,299点のご応募をいただき、ありがとうご
ざいました。そのうち、春日井市長賞を受賞した20点の中から、愛知県共同募金会主催の赤い
羽根協賛児童生徒作品コンクールにおいて、次の3点が各賞を受賞しました。おめでとうござい
ました。
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10月16日（土）・17日（日）の第34回春日井まつりにお
いて、恒例の古本バザールを開催しました。皆さんから
寄せられた本は、768,040円の善意の募金となり、広く
地域の福祉に役立てられます。

本の寄附をしていただきました皆さん、仕分
けや販売に協力していただいたボランティア
始め郵便局、東春信用金庫、東海労働金庫の
皆さん、そして、たくさんの本を購入してく
ださいました市民の皆さん、本当にありがと
うございました。
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第57回春日井市社会福祉大会
11月１日（月）に、総合福祉センターにおいて、第57回春
日井市社会福祉大会が開催され、多年にわたり社会福祉の
向上に尽力された方、また社会福祉に共助いただいた方が
表彰されました。

（順不同・敬称略）

市社会福祉協議会会長表彰
■民生委員・児童委員 木全 節子、西脇 郁子、山田 幸代、大島
市瀬 茂子、石原 三、堀口 照美
■保

護

司

朝、鬼頭 勝彦、酒井 光雄、紅林 悦子、

梶田 直子、上原 淳子、山田 文雄

■社会福祉事業従事者 加藤 陽平、加藤 哲雄、澤木 規昌、鬼頭 淳子、粕谷 泰浩、奥村 裕輔、長谷川 かよ子、
山田 雅和、犬飼 和広、西岡 晴美、小林 美由起、野尻 裕美
■福祉団体役員
■ボランティア

幸の会、健康体操高齢者リーダーつくしの会、清友会、車椅子ボランティアグループ、
篠笛アンサンブル風（ふう）、劇団・母ちゃん一座、
こもれびあん ボランティアグループ、国際相互理解を考える会、
三橋流 民謡一令会、吟翠会、ボイス･ケイン春日井、
福祉情報ネットワークグループウイング（ＷＩＮＧ）、胡桃の会

市社会福祉協議会会長感謝
■社会福祉事業共助者 尾関 博、馬場 滋、平岩 幸枝、株式会社 ウエダ、株式会社 玉越、春日井遊技業組合
■社会福祉事業従事者 北國
廣田
成瀬
藤本
佐藤
安藤
小川
新美
木戸
■ボランティア

美智子、篠谷 竜太、外山 愛子、川畑 裕菜、古屋 のぞみ、 橋 亜沙美、
智子、稲葉 祐貴子、近藤 文美、小川 雅子、黒澤 由、鈴木 理恵、小林 里恵、
陽美、谷澤 清子、稲葉 圭子、田村 有里、安田 加津子、長尾 朋、波多野 琴美、
久美子、井戸 清人、岩田 和江、土岐 洋子、足立 勝彦、鈴木 敏彦、
圭一郎、黒木 剛、寺井 つる子、田邊 省二、鈴置 尚徳、内藤 三鈴、大原 幸子、
孝晃、前田 教孝、吉野 宮土理、原科 真帆、恩田 満江、恩田 享之、
佳代子、古田 幸仁、林 浩二、小倉 利子、上平 貴之、眞野 康平、畑邊 智一、
京子、中西 和子、足立 智成、野々川 厚子、大富 美宝子、水野 旭、中島 由実、
優子、佐藤 美奈

愛知県菓子工業組合春日井銘菓支部、オカリナ・カンタービレ、ボイス・さくら、
三味線 夢絃塾、ネオポリスお助けマンの会
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10月20日（水）、26日（火）、11月14
日（日）の３日間開催した養成講座で
は、「災害救援ボランティアコーディ
ネーターの役割」などの講義や、災害
救援ボランティアセンターの設置・運
営訓練などを行いました。今後は、災
害時のボランティアセンターの運営や
防災意識の啓発などの活動に携わって
いただきます。
災害救援ボランティアセンター設置・運営訓練
（活動オリエンテーション）

ボランティアセンター設置
レイアウトの話し合い

春日井市災害
ボランティアコーディネーター
連絡会の講義

９月５日（日）初めての男性限定
ボランティアサロンを開催しました。
11人が参加し、ボランティアに関
する話題でたいへん盛り上がりま
した。

災害救援ボランティアセンター
設置・運営訓練
（ボランティア活動報告）

11月14日（日）「被災地での活動で人生が変わっ
た ありがとう の重さ？」というテーマで、
トヨタグループ災害ボランティアネット代表の
鈴木盈宏氏の講演を行いました。また、講演会
の後には災害救援ボランティアセンターの体験
を行いました。

11月11日（木）、19日（金）の2日間
で開催しました。この講座で学んだこ
とをそれぞれの活動でいかしていただ
きたいと思います。
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地区社会福祉協議会紹介コーナー

設

立

昭和56年10月

構成 地 域 桃花園自治会
会 員数

595世帯（平成22年度）

桃花園地区社協会長 川原利栄さんからの一言
「遠くの親戚より近くの社協！」をスローガンに、
住民の皆さんの『ふれあいの場作り』を目的として、
下記の事業を行っています。特に、毎月の「ふれあ
い広場」を楽しみにしておられる参加者の声を耳にし、
更に喜んでもらえる事業（活動）に取り組んでいき
たいと思っています。

地域福祉育成費（会員募集の会費）をもとに、様々
な事業を実施しています。今回は、「グレイスフ
ル春日井」より、誰にでもできる「ヨガ」を紹介
してもらいました。最初はできないと思っていた
参加者も、だんだんとできるようになりました。

地域の高齢者の方を対象にした交流会です。バー
ベキューや七夕、運動会など、季節毎に内容を工
夫して開催しています。毎回50名以上の方の参加
があり、参加者からも好評です。

準備は大変でしたが、子どもから高齢者まで、
184名の参加があり、皆の「美味しい」との声に、
疲れも吹き飛びました。

盆踊りや模擬店、宝探しにすいか割りなど、毎
年大盛況に実施しています。今年も500名近い方の
参加がありました。
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春日井市第一希望の家

春日井市第二希望の家

それぞれの施設で、「児童デイサービス事業」と「生活介護事業」の2つのサービスを提供しています。

希望の家の児童デイサービスは、お子さんとお母さんが一緒に通う母子通園施設です。心身
に発達の遅れや心配のあるお子さんを対象に、母と子のよりよい関係づくりや基本的生活習慣、
集団参加へのステップづくり等、基本メニューを通して総合的な発達支援やご家族への支援を
行います。

【内
①
②
③
④
⑤

容】
生活リズムを整える
人とのつきあい方を学ぶ（母子のよりよい関係づくりなど）
基本的生活習慣を身につける
集団生活を経験し、社会性を身につける
コミュニケーションの力を養う

これら5つの内容を組み入れたプログラムにより、子どもの発達を促す遊びや活動を提供し
母親への子育て支援および家族支援を行います。

9月に児童・生徒から高齢者
までを対象とした「みんなで
音楽会」を開催しました。
アトリウムが音楽につつま
れた心地よいひと時となりま
した。

毎年恒例の石焼いもを総合福祉センター敷地内で販売しています。主に茨
城産の 紅あずま を使用し、小石の上でゆっくり加熱した焼いもは「甘く
て大変おいしい」と大好評です！
毎週火曜日と水曜日に作業所の仲間たちが元気よく販売しています。ぜひ、
ご賞味ください！
土・日曜日休み
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障がいを持った方々の日中活動の場として、生産活動や創作活動などを行っています。利用
者の方が落ち着いて過ごせる楽しい雰囲気を大切に活動しています。
利用者の方々や地域の特性をいかして、第一、第二の両施設が独自の活動をしています。

第一希望の家
生産活動 … 農作業、陶芸、手作り品など
創作活動 … 貼り絵、習字など
そ の 他 … 散歩、カラオケ、レクリエーション、体操など

◆バザー

◆公園の美化活動

地域交流を目的として今年の 8 月に第 1
回を開催し大好評でした。次回は 2 月に
開催予定です。みなさまのご協力をお待
ちしています。

午前の日課で近所の公園までの散歩を
しています。いつも遊んでいてお世話になっ
ている公園ですので公園に出かける際は
ゴミ拾い、草取り等をしています。

第二希望の家
生産活動 … 農作物の袋つめ、紙すき、木工品の製作など
そ の 他 … 散歩、カラオケ、レクリエーション

◆総合福祉センターでの販売活動
希望の家の畑で収穫した農作物などを
総合福祉センターで販売しています。お
客様とのふれあいは、私たちにとって、
この上ない社会参加の場となっています。
不定期の販売ですが、見かけた時には是
非ご購入をお願いします。

◆夏祭りの実施 （7 月 23 日）
地域のみなさんや私たちの家族に、流
しそうめんや岩成台西地区社協主催のゲー
ムなどを楽しんでいただき、大盛況でした。
来年も同時期に開催予定です。皆さま
のお越しをお待ちしております。
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みなさん、お誘い合わせのうえ
お越しください

勤 務 地

養護老人ホーム
第一、第三介護サービスセンター
子どもの家（市内 30 か所）
第一、第二希望の家
福祉作業所
母子の家
総合福祉センター
福祉の里
福祉文化体育館

種

看護職（急募）、介護職、
夜間介護職、保育職、事務職

（職種により時給が異なり、資格が必要な職種もあります。）

登録有効
期
限

平成 23 年 3 月 31 日まで

※ 採用に際しては、本会において臨時職員の補充が必要になっ
た場合に、登録された方の中から、勤務条件等を考慮し、面
接選考により採用を決定します。

●社団法人日本詩吟学院岳風会練成会本部

●六軒屋地区社協・むつみ会

●愛知県小商業協同組合

●名古屋ヤクルト販売株式会社

●NBC新日本競技ダンス連盟
●匿名３件
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職

愛知県支局

●春日井市婦人バレーボール同好会

