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歳末たすけあい募金にご協力をお願いします！
12月1日

日

から12月31日 火 まで

今年も赤い羽根共同募金運動の一環として「歳末たすけあい運動」が全国一斉に始まりまし
た。
この運動は、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすこ
とができるよう、地域住民や関係機関・団体の協力を得て、展開するものです。
春日井市においては、皆さまの温かい善意が障がい児・者とボランティアを始めとする市民
との交流を行う福祉のつどい、合同クリスマス会などに役立てられます。
皆さまのご協力をよろしくお願いします。

古本バザール大盛況でした！

ざいました!!

ご協力ありがとうご

10月19日（土）・20日（日）の「市制70周
年記念 第37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。皆さま
から寄せられた本は、558,440円の善意の募
金となり、広く地域福祉の推進に役立てさせ
ていただきます。
本をご寄附くださった皆さま、仕分けや販売
にご協力くださっ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ま、そし
てバザール当日に本をご購入く
ださった市民の皆さま、ご協力
いただきまして本当にありがと
うございました。

ありがとうございました。

赤い羽根共同募金

平成25年度

児童生徒作品コンクール

市内の小中学校から書道の部、ポスターの部合わせて7,713点の応募をいただきありがとうございま
した。春日井市長賞を愛知県共同募金会主催の第65回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールへ春日井市
代表作品として出品したところ、次の3点が各賞に選ばれました。受賞された皆さま、おめでとうござい
ました。
中日新聞社会事業団賞

白山小6年
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西尾友花さん

銀

松原小6年

賞

大島万葉さん

銀

西山小3年

賞

金田真優さん

ありがとうございました!!
共同募金配分金により在宅福祉サービス充実のための車両を配備しました。
このたび「連合愛知助け合い運動」による寄附金
をもって在宅福祉サービス充実のための車両を購入
することができました。
本会の事業を円滑に遂行できるよう活用してまい
ります。
平成25年度

春日井市社会福祉協議会特別会員及び法人・団体会員の皆様

６月１日からお願いしておりました、本会の特別会員及び法人・団体会員への加入につきま
して、多くの皆様に御協力いただき、誠にありがとうございました。お寄せいただきました会
費により、地域福祉の向上に一層努力してまいります。
【特別会員】…年会費10,000円以上（順不同）

東洋電機(株) 旭産業(株) 中津川包装工業(株) (株)キタガワ工芸 木野瀬印刷(株) (株)秋吉組
丸水設備(株) (株)ウエダ (株)不二屋 (株)モンシェル (株)マルヤス家具 大和エネルフ(株)
(株)ツーリストアイチ 電源開発(株)水力発電部中部支店 春日井製菓(株)春日井工場
(株)ベステック (株)エスジーカンパニー (株)EDUCOM (株)昌和警備保障 春日井遊技業組合
(株)グリーンテック (福)恩賜財団愛知県同胞援護会 (福)養楽福祉会 春日井印刷(株) (福)樹の里
(福)恵泉会 (福)サン・ビジョン (福)春生会 (福)若草学園 名鉄バス(株)春日井営業所
(社)春日井建設協会 (一社)あいち障がい者自立支援協会就労移行支援事業所ベスト
(株)コンテック (株)ワカイ産業 三愛自動車(株) オークランド観光開発(株)
(株)浅井製材所春日井工場 押切電機(株) ユーエルロード(株) ベティさんの家高蔵寺
なかひがし整形外科皮フ科 個人４名

【法人・団体会員】…年会費3,000円（順不同）

伊原電子工業(株) 三洋熱工業(株) (株)古川電機製作所春日井工場 (株)ホニック
中京パイプ工業(株) 長栄鉄工(株) 前田鐵鋼(株) 東海不織布(株) 長江紙器(株)
(株)ジーシーアサヒ 錦化成(株) フルハシEPO(株)愛知第一工場 内津工業(株) (株)長谷川工務店
(株)入丸 尾張交通(株) 亀甲通運(株) (株)タクマ食品 ユニー(株)アピタ高蔵寺店
(資)春日井衛生保繕社 (株)建光社春日井営業所 松井鉄工(株) (有)春日井自動車
(株)サンアート印刷 日本エムティ(株) 河原紙器(株) (株)コントロールシステム社
(株)セイエー (株)ケーズコーポレーション (有)中部義肢 兼工業(株) (株)一榮食品
(株)テレサス (公財)春日井市スポーツ・ふれあい財団 (株)ティーイーティー (株)中日金型
尾張中央農業協同組合 (株)桶庄 (一社)春日井青年会議所 (株)エコール
日本システム・クリエート(株) (福)けやき福祉会 (福)薫徳会 (福)あざみ会 (福)明知会
(株)日東 (株)カワグチ (株)島田製作所 (株)タムラ 玉川工業(株) (株)マサシックス
(株)ワナミテック 春日井運輸(株) (株)マルブン (株)清水屋 春日井開発(株)
(株)大垣共立銀行春日井支店 アート梱包運輸(株)名古屋営業所 (株)協和コーポレーション
医療法人愛洋会加藤病院 東洋樹脂(株) (株)作石製作所 山和電機(株) (有)かしわばらメディカル
日本パーミル(株) (有)光クリーン工業 名古屋勤労市民生活(協)高蔵寺地区
名古屋勤労市民生活(協)上八田 (株)尾東 (公財)春日井市健康管理事業団 (株)まるすぎ
(有)シンテック (株)東海サービス (株)中包運輸 (株)名古屋自動車学校春日井校
シオン高蔵寺会館 (株)コンテック (株)竹屋 広陽商工(株) (有)大一 サガミ味美店
照和化成(株) (株)オフィス時代屋 知多鋼業(株) (株)ケイ・エスカンパニィー

社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました。 （平成25年9月〜10月）
●匿名１件

（敬称略）
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福祉の里

春日井市制70周年記念

地区社会福祉協議会対抗
3世代交流グラウンドゴルフ大会 結果発表！

10月6日(日)晴れ渡った青空のもと、子どもから高齢者までの3世代で構成された各ブ
ロックの代表10チームが、熱戦を繰り広げました。グラウンドではホールインワンの歓
声や、勢いあまってホールを通過してしまった時の落胆する声など、終始笑顔の絶えな
い大会となりました。
日頃グラウンドゴルフを楽しまれている世代が、子どもたちにボールの打ち方やコー
スの回り方などを教えている姿を目にするなど、世代間の交流が図れたとともに、地区
社会福祉協議会活動の活性化にもつながりました。

準優勝

神領校区地区社協

優 勝

石尾台地区社協

第3位

六軒屋地区社協

最優秀ブロック賞：第5ブロック（石尾台地区社協・中央台地区社協）

第一希望
の家

「第7回スペシャルバザー」
を開催しました！

カスガイガー・道風くん来場！
９月28日(土)秋晴れの中、近隣地域の方々、ボランティア
「葦の会」、地区社会福祉協議会の関係者、第一希望の家保護
者の方々にご協力いただき、被災地復興支援バザーを開催しま
した。
今回は開催日を土曜日としたこともあり、延べ420名という
多くの方が参加され、会場は大
賑わいでした。
また、東北物産品や被災地に
ある障がい者施設の授産品の販売も大好評で、完売する
ことができました。
参加された皆様の「被災地の復興」という想いに、と
ても強いものを感じました。
多くの方のご協力、大変ありがとうございました。
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新規高齢者等サロンの紹介

八幡地区社会福祉協議会

八 幡フレンド会

●開 催 日：毎月第２・４木曜日 午前10時から正午まで
●会
場 ：八事公民館
●内
容 ：体操や創作活動などのレクリエーション、講座、茶話会など
●問 い 合 わ せ ：地域活動支援課 TEL : 85-4321

たくさんの笑顔があふれる素敵な
サロンです☆
どうぞおでかけください!!

協力員（ボランティア）からの声
・協力員皆で力を合わせて運営してい
ます。
・参加者の方と一緒に、私たち協力員
も楽しんでいます。
・サロンで知り合った参加者の方に、
道で声を掛けられて嬉しかったです。

参加者からの声
・１人暮らしなので、サロンで皆と過ごすことが楽しみです。
・やったことがないことに挑戦できて新鮮です。サロンで作った「ビニール草履」は家でも作りました。
・若い世代の協力員さんと関わることで、元気をもらっています。
・遠出をあまりしなくなったので、サロンの皆と年に１回バスハイクに行くのが待ち遠しいです。

春日井市制
70周年記念

第60回春日井市社会福祉大会

10月28日（月）に総合福祉センターにおいて、市民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう、地域福祉のさらなる向上を目指し市社会福祉大会を開催しました。参加者は、
民生委員や保護司、ボランティア、社会福祉事業従事者など350名の参加がありました。
第１部の式典では、多年にわたり社会福祉の向
上に貢献された方を市長ならびに市社会福祉協議
会長が表彰いたしました。受賞された皆様、おめ
でとうございます。

第２部では「来るべき高齢化時代をどう生きる
か」をテーマに、中部大学生命健康科学部 理学
療法学科猪田邦雄特任教授の講演会を開催しま
した。
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始めてみよう♪

✿ボランティア✿

時間はないけど
何かやれないかな

誰かのために趣味
を活かせないかな

新しいことを
始めてみたいわ

ボランティアとは、自由な意思に基づいて自発的に行う社会参加活動です。
興味はあるけどなかなか始められない。そんなあなたにボランティア活動のご紹介をします。
あなたのできること、やりたいことを探してみましょう☆

趣味や技術を活かしたい

たくさんの人と触れ合いたい

＊要約筆記 ＊手話通訳 ＊点訳
＊録音図書の作成
＊ガイドヘルプ ＊シーン・ボイスガイド
＊レクリエーション（囲碁や将棋、楽器演奏、歌、
踊りなど）の支援
＊花壇の手入れ
＊国際交流支援 ＊パソコン教室 など

気軽に
始めてみよう！

＊施設などでの利用者の話し相手 ＊託児
＊高齢者サロンなどの交流会の企画や運営
＊不登校、ひきこもりの子どもの居場所づくり
＊絵本の読み聞かせ など

時間の都合に合わせてやりたい
＊ペットボトルキャップやベルマークなどの収集
＊赤い羽根共同募金などへの募金
＊施設などの行事や作業の手伝い など

ボランティアグループ
「かすがいいきいき体操ひろめる
会」
の活動の様子

今年度はこれからボランティア活動を
始める方向けに「オトナのボランティ
アスクール」
を開催！

10/1 から始まった
「赤い羽根共同募金」
では、
たくさんの方が街頭募金に参加してください
ました。

ボランティア保険の
ご案内
ボランティア活動に関する相談は…

ボランティア登録、保険、講座、研修などは…

ボランティア相談

地域活動支援課

【場所】ささえ愛センター内
（春見町３）
【TEL・FAX】84‐3600
【利用時間】火〜金曜日
（ささえ愛センターの
休館日を除く）
午前9時〜正午、
午後1時〜5時
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【場所】総合福祉センター内（浅山町1‐2‐61）
【TEL】85‐4321 【FAX】86-3156
【利用時間】月〜金曜日
（祝休日及び年末年始を除く）
午前8時30分〜午後5時15分

春日井市社会福祉協議会で
は、ボランティア活動を行
う際、安心して活動できる
よう、ボランティア保険を
受け付けています。
詳しくは…

愛知県社会福祉協議会
検索
をクリック♪

ヘルパーステーションよりそい 登録ヘルパーさん募集中
ヘルパーステーションよりそいでは、要介護等高齢者や障がい者の援助をしていただける直行
直帰型の登録ヘルパーさんを募集しています。
●資

格

●賃

金

介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、ヘルパー 1 級・2 級等保持者で 1 週間
のうち 1 日以上かつ午前 7 時から午後 7 時までのうち 1 時間以上勤務できる方

1 週間の内、複数回、長時間の勤務が可能な方大歓迎！

身体介護１時間あたり 1,550 円 生活介護 1 時間あたり 1,200 円
交通費１回あたり 200 円
●応募方法 電話連絡後、履歴書と資格証の写しを持参の上、春日井市社会福祉協議会福祉
サービス推進課までお越し下さい。
●連 絡 先 福祉サービス推進課内 ヘルパーステーションよりそい TEL 84-7219

★登録説明会を開催します★
平成 25 年 12 月 11 日
（水）
午後２時から
上記以外でも随時相談に応じます。

総合福祉センター第一集会室

●嘱託職員の募集●
職

種

対

象

子どもの家指導員

昭和 31 年４月２日以降に生まれ次の要件を満たす人

採用予定数
勤務予定地
勤務時間帯

給

保育士、社会福祉士か教員免 保 育 士 の 資 格 が あ る か
許の資格があるか平成 26 年 平 成 26 年 ３ 月 ま で に
３月までに取得見込みの人
取得見込みの人

介護福祉士、准看護師か看護
師の資格があるか平成 26 年
３月までに取得見込みの人

4 人程度

1人

1人

市内 30 か所の小学校内又
は隣接する子どもの家

母子の家

総合福祉センター内 地域
活動支援課

午前11時〜午後７時15分
午前８時30分〜午後５時15分 午前８時30分〜午後５時15分、
（土 曜 日 と 学 校 休 業 日 は （午前７時30分〜午後４時15分、 土・日曜日定休で週５日勤務
午前９時30分〜午後６時15分
午前８時〜午後４時15分
の勤務あり）
の勤務あり）
４週間につき８日の休日
日曜日定休で週５日勤務

料（月額） 14 万 8,781 円
手

当

採

用

試

験

申し込み

介護予防活動支援員

母子支援員

15 万 8,700 円

14 万 9,800 円〜
17 万 9,400 円

通勤、期末・勤勉などの手当を条件に応じて支給
平成 26 年４月１日
○第１次 平成 26 年１月 19 日（日）に総合福祉センターで教養試験、性格検査、
作文試験
○第２次 平成 26 年２月 10 日（月）に総合福祉センターで面接試験
12 月２日（月）〜 12 月 27 日（金）
〈土・日曜日、祝日を除く〉午前９時〜午後５時に、市
販の履歴書と資格証を持って、本人が直接、法人経営課へ（TEL 84-1011）

高齢者等家具転倒防止器具取付事業

安全は自宅から…地震対策していますか？

社会福祉協議会では高齢者等の皆様の地震対策として家具の転倒防止
器具の取り付けを行っています。
対 象（1）
６５歳以上のひとり暮らし高齢者
（2）
６５歳以上の高齢者のみの世帯
（3）
６５歳以上の高齢者と障がい者のみの世帯等
取り付け費用は無料です。
（取付器具は実費又は、用意されたもの）
※家具、取付場所によって使用金具及び数は異なります。
●連 絡 先

福祉サービス推進課

TEL 84-4199
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ボランティアセンター

マスコットキャラクター

私の名付け親に
なってね！

！
決定しました！＆名前大募集
みぞばたまさ き

最優秀賞は、春日井市在住の溝畑真輝さん（11才）
です。
おめでとうございます。

【名前の応募方法】

官製はがきもしくは専用応募用紙又はＥメールにて、
①マスコットの名前 ②その理由 ③応募者の住所
④氏名 ⑤年齢 ⑥電話番号 ⑦職業（学校名）
を明記し、下記までご応募ください。
※専用応募用紙及び応募箱は、市内の15の公共施設に設置
しています。
専用応募用紙は社会福祉協議会ホームページよりダウン
ロードできます。

〔応募期間〕平成26年1月31日（金）まで

春日井市社会福祉協議会 地域活動支援課
〒486-0857 春日井市浅山町1-2-61
TEL 85-4321 FAX 86-3156
Eメール chiiki-fukushi@haru-syafuku.or.jp

マスコットキャラクターにたくさんのご応募、本当にありがとうございました。
表彰式は、12 月８日（日）午後１時 30 分より開催します「福祉映画会」時に行
います。皆さま、ぜひご来場ください！

「ちょっとお助けサービス」活動レポート
春日井市社会福祉協議会では、65 歳以上の高齢者や障がい者の世帯を対象に、
「困った時はお互
いさま」という助け合いの精神に基づき、電球の交換やエアコンのフィルター清掃などといった軽
易な困りごとに対応する「ちょっとお助けサービス事業」を展開しています。ボランティアとしてご
登録いただいた協力者の方が利用者のご自宅へ出向き、無償でお手伝いをします。今回はその活動
の様子と、協力者・利用者からの声をご紹介します！
※サービスのご利用には、利用登録手続きが必要となります（年度ごとに登録料 500 円が必要です）。

協力者からの声
活 動 い た だ ける
協力者の方も
随 時 募 集してい
ます！
あなたもぜひ
地 域 で 活 躍して
みませんか！
？

ゴーヤ棚の取り外しの様子
登録の申し込み、問い合わせ先
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地域活動支援課

●地域の方々とのふれあいが楽しい
●趣味が生かせて嬉しい
●空いた時間が有効に使えて生活が
充実する
●地域に役立つことができる

利用者からの声
●色々と手伝ってもらえて助かる
●見守ってもらっているようで安心
する
●お手伝いを頼む先があると思うと
心強い

TEL 85-4321

FAX 86-3156

