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春日井市社協シンボルマーク
ひらひらちゃん

社会福祉協議会の会員を募集中です！
本会は、広く市民の皆様の参加のもとに、民生委員・児童委員や福祉関係事業者等の
協力を得ながら誰もが安心して住み慣れた地域で暮らすことのできる地域づくりを進め
るため、本会の事業に賛同いただく方を会員として募り、その会費（寄附）を地域福祉
活動の財源としています。
ぜひ、今年度も多くの方々に会員となっていただき、地域福祉の推進に御協力いただ
きますようお願いいたします。

会員種別

300 円

世帯会員
世帯特別会員

1,000 円

法人・団体会員

3,000 円

特別会員

10,000 円以上

地区社会福祉協議会の
活動費として助成

約8割
会費の使途

全市的な地域福祉事業
に使用

約2割

6月から中央地区で介護予防活動支援事業を開始しました！
！
市内在住の65歳以上の方を対象に、身近な公民館等で体操や茶話会等を行います。心身の健康
を高め、参加者同士の交流を図ることができます。ぜひお越しください！

日
場

新規
高齢者等
サロンの
紹介

時：毎月第２・４金曜日
所：弥生集会所

午前10時〜正午

下条原地区社会福祉協議会

下条原スマイルサロン
●日
●場
●内

時：毎月第３月曜日 午前10時〜正午
（奇数月には読書会も別途開催）
所：下条原公民館
容：体操と身体を使うゲーム、茶話会、嚥下体操、
ラジオ体操など

参加者から「月1回の開催が待
ち遠しい！」「みなさんとお話
しするのがとても楽しみ！」と
の声をいただいています。
4月から始まったばかりのサロ
ンで企画など大変な面もありま
すが、参加者の「笑顔」を一番
大切にしていきたいです。

問い合わせ
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地域活動支援課

TEL：85-4321

祉協議会
地区社会福
ー
紹介コーナ

今回は、上条地区社協を紹介します！

上条地区社会福祉協議会

問い合わせ

地域活動支援課
TEL：85-4321

上条地区社会福祉協議会会長

河井喜雄さんからの一言

●設
立：昭和57年１月
●構成地域：上条区構成26町内会と2地域
●会 員 数：2,203世帯
（平成25年度）

主な活動内容
子育て支援サロン事業

「サロン
『かにらっこ』」
実施日：毎月第３金曜日 午前10時〜正午
場 所：上条区集会所

子育て支援サロン事業、高齢者等サロン事業
は、春日井市社会福祉協議会のサポートを受け
それぞれ２年間実施の後、25年４月、26年４月
と続けて自主運営をスタートし、現在はお陰様で
参加者数は、どちらも好調に推移しております。
一般事業、サロン事業は勿論、本年は新たにモデ
ル事業を計画し、参加者みなさんのニーズに沿
って、事業を展開してまいります。

一般事業

「上条提灯山盆踊り」
実施日：平成25年８月３日(土)、４日(日)
場 所：和爾良神社境内

ママ友作りと子育ての情報交換の場になっていま
す。人形劇や七夕・クリスマスなど季節のイベン
トもあり、毎回20〜25組の親子で大盛況です。

365個の提灯を付けた市内でも最大級の提灯山の
まつりに、子ども達への菓子袋の配布など、地区
社協も参加・協力しました。

一般事業

高齢者等サロン事業

「敬 老 会」
実施日：平成25年10月６日(日)
場 所：上条小学校体育館
上条区との共催事業です。区内の72歳以上のお年
寄りを招待して、舞台演奏などの余興や会食を楽
しんでいただきました。

「さわやかサロンかにら」
実施日：毎月第２･４金曜日 午前10時〜正午
場 所：上条区集会所
今年度から実施している高齢者のサロンです。介
護予防エアロビクスや王子バラ園の散策など、さ
まざまな企画で参加をお待ちしています。
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参加しよう！ 楽しもう！

ボランティア活動
ボランティアセンターでは、ボランティアに関する事業を
行っています。ぜひ、ご参加ください！

ボランティアセンター
マスコットキャラクター

ぼらら

ボランティア活動について知りたい！

ボランティアサロン

申込み不要！
OK！
だれでも参加

すでに活動をしている人、これから活動したい人が集まるサロンです。

✿ ７月 ９日（水） 東部市民センター
✿ ９月 11日（木） 南部ふれあいセンター
✿11月14日（金） 総合福祉センター
いずれも午前10時〜正午
ボランティアセンター登録ボランティアによるミニ講座も同時開催！

▲手話に関するミニ講座の様子

ボランティア活動を体験してみたい！

学 生の
あ な たは

青少年ボランティアスクール
✿期間：７月12日（土）〜８月13日（水）
❶事前学習：ボランティア・市民活動について学びます。

7月12日（土）、7月22日（火）いずれも午後1時30分〜3時 ※どちらか希望する日

❷ボランティア活動体験：希望の体験先でボランティア活動を行います。
7月15日（火）〜8月7日（木）

❸活動報告会：ゲーム・料理を通した交流と活動体験の報告を行います。
8月8日（金）午前10時〜午後3時（予備日：8月13日（水）午後1時30分〜3時）

対 象：市内在住・在学の中学生以上の学生
定 員：30名
主 催：春日井市、春日井市社会福祉協議会
申込み：春日井市社会福祉協議会（TEL : 85-4321）にて受付中

オトナの
あ な たは

9月はボランティアに
ついて考える・参加する

ボラン☆タイム
月間だよ！

オトナのボランティアスクール
✿期間：８月30日（土）〜10月10日（金）

さまざまなボランティア団体や市民活動団体などでボランティア活動体験を行います。

災害に関するボランティア活動をしてみたい！

災害救援ボランティアコーディネーター養成講座
災害時に設置される災害救援ボランティアセンターを運営する
「ボランティアコーディネーター」を養成します。

✿９月３日（水）、９日（火）、16日（火）
【３日コース】 時間未定

災害救援ボランティア体験研修会
災害に関わるボランティア体験を行います。

✿10月４日（土） 時間未定

平成25年度 災害救援ボランティア体験研修会の様子

▲

ボラン☆タイムとは
「ボランティア」
＋
「タイム」
の造語だよ！
みんな覚えてね！

ボランティアセンターでは、10月以降も各種講座等を開催します。
詳しくは、春日井市社会福祉協議会ボランティアセンターブログをご覧ください。
順次情報をお伝えします！
春日井市社会福祉協議会
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検索

クリック！

第二
希望の家

今年も夏まつりを開催します！

第二希望の家「夏まつり」を開催します。利用者の方々に楽しんで参加してもらえるよう
に、また、施設と地域の方々との交流が深められるように、ちいき会議・夏まつり企画会議
で計画していきます。会議には、町内会長さん、民生委員さん、岩成台西地区社協のみなさ
ん、ボランティア葦の会さん、保護者会代表
の方に参加していただき、企画の段階からみ
なさんと一緒に夏まつり開催に向けて準備を
していきます。
今年もみなさんに楽しんでいただけるよう
地域の皆様とともに頑張ります。どうぞお気
軽にお立ち寄りください。

開 催：7月25日（金）
時 間：午前10時〜午後１時30分
問い合わせ

第二希望の家 TEL：92-5410
昨年の夏まつりの様子です。

エレベーター
改修工事のお知らせ

総合福祉
センター

総合福祉センターでは、公共施設の安全性を確保
するため、平成 26 年 8 月から平成 26 年 9 月まで
エレベーターの改修工事を実施する予定です。工事
期間中は通常どおり開館しますが、エレベーターの
利用はできません。
皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をいただきますようお願いします。
問い合わせ

春日井市総合福祉センター

第17回 愛知県介護支援専門員
実務研修受講試験
試験実施日 平成26年10月26日（日）
受験資格
次の1及び2に該当する者
1 保健・医療・福祉の各分野で合計
5年以上の実務経験がある者
2 1の業務に従事している勤務地が
愛知県にある者、若しくは、現在
1の業務に従事しておらず、かつ、
住所地が愛知県にある者
願書の受付期間
7月1日（火）〜7月31日（木）

春日井市浅山町1丁目2番61号

TEL：84-3611

募集

FAX：84-3933

問い合わせ

愛知県社会福祉協議会
福祉人材センター
TEL：052-220-2250

あなたの持っている資格を活かしてみませんか？
ヘルパーステーションよりそい 登録ヘルパー

募集中

自宅で暮らす要介護等高齢者や障がい者が自立した生活を送れるよう、援助をしていただける
直行直帰型の登録ヘルパーを募集しています。

資格・条件
給
与

介護福祉士・ホームヘルパー等の資格所持者
身体介護…１時間あたり 1,550円 家事援助…１時間あたり 1,200円
問い合わせ

福祉サービス推進課

TEL：84-7219

共同募金に関する訂正とお詫び

「社協だより№134」の7ページ「共同募金へのご協力ありがとうございました。」の文章内において、平成25年度共同募金
運動の総額に間違いがありました。訂正し、お詫び申し上げます。
正：32,310,063円
誤：30,957,391円
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春日井市社協の事業報告及び決算

平成25年度

受託事業（104,281,390円）

市社協事業への御協力
ありがとうございました。

指定管理事業

障がい者生活支援センター事業
（相談件数1,760件、25年度新規事業）
地域包括支援センター事業
（相談件数809件ほか）
にこにこヘルプサービス事業（登録世帯数167世帯）
シルバーハウジング事業（入居世帯数53世帯）
日常生活自立支援事業（登録世帯数74世帯）
介護予防活動支援事業（8地区、延べ3,296人）など

自主運営事業（363,640,160円）

（1,070,066,909円）

地域福祉活動推進事業
会員募集の推進〈会員数53,510件〉、地区社協への支援〈41地区〉、
福祉教育など
共同募金配分金事業
高齢者等サロン事業〈26サロン、延べ10,496人〉、
子育て支援サロン事業〈17サロン、延べ8,402人〉、
地区社協会長会議等の開催〈延べ17回〉、
ボランティア相談〈延べ745人〉、ボランティアサロンの開催〈年4回〉、
社協だより〈年4回発行〉など
法人運営事業（理事会・評議員会の開催〈年9回〉、職員研修）
各種福祉大会〈参加者数延べ450人〉
社会福祉基金事業

総合福祉センター、
子どもの家（30か所）、
母子の家、福祉の里、
福祉文化体育館、福祉作業所、
第一希望の家、第二希望の家、
介護サービスセンターの運営

●平成25年度 決算
その他の収入
13,882,069円

前期からの繰越金
84,175,899円

皆さまからの会費
寄附金収入

受取利息配当金収入
1,845,037円

就労支援事業収入
11,577,705円
児童福祉事業収入
129,831,577円
障がい福祉
サービス等
事業収入
9,855,972円

3,612,110円

春日井市・県社協からの
指定管理料・委託料
1,192,101,324円

積立資産取崩収入
59,349,153円

その他の事業収入
889,200円

16,914,831円

法人運営事業
188,909,713円

介護サービス
センター
136,179,183円

地域福祉活動推進事業
133,226,710円

第二希望の家
57,875,434円

福祉サービス推進事業
145,785,127円

第一希望の家
68,774,437円

収入
1,537,988,459
円

福祉作業所
85,389,318円
福祉文化体育館
15,921,659円
福祉の里
178,292,967円
母子の家
29,859,903円

支出
1,537,988,459
円

総合福祉センター
93,318,150円

子どもの家
404,455,858円

介護保険事業収入
13,953,582円

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26年2月〜5月）
●春日井市スクエアダンスクラブ ジャック&ベティー ●ピアゴ中切店 ●ピアゴ篠木店
●ピアゴ気噴店 ●アピタ高蔵寺店 ●野菊の会 ●名古屋ヤクルト販売㈱ ●日本詩吟学院練成会
●愛知県小商業協同組合春日井支部 ●匿名８名
（順不同・敬称略）
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春日井市社協の事業計画及び収支予算

平成26年度

今年度は、平成26年３月に計画の中間年として見直しを行った第３次春日
井市地域福祉活動計画（改訂版）に基づき、地区社会福祉協議会、ボランテ
ィア、行政などと連携し、既存の地域支援事業を着実に進めるとともに、指
定管理者として管理運営している施設においても、地区社会福祉協議会など
と連携を図り「ちいき会議」や施設利用者との交流を行うなど積極的に地域
へのアプローチを行います。
また、春日井市からの受託事業では、障がい者生活支援センターを基幹相
談支援センターへ移行するとともに、春日井市が行う市民後見推進事業の実
施に向けた検討会への参加など各種事業を行います。こうした事業の推進を
図り、全ての住民がともに支えあい、助けあい、安心して暮らせる地域社会
の実現に向け、様々な活動に取り組んでまいります。

法人運営事業（130,198,000円）

福祉サービス推進事業（160,979,000円）

理事会・評議員会の開催
職員研修、各種福祉大会
社会福祉基金事業など

生活福祉資金貸付事業
くらし資金貸付事業
日常生活自立支援事業
地域包括支援センター事業
にこにこヘルプサービス事業
シルバーハウジング事業
居宅介護支援事業
基幹相談支援センター事業など

地域福祉活動推進事業

（131,340,000円）

地域福祉活動推進事業
会員募集の推進、地区社協への支援、
福祉教育の推進など
介護予防活動支援事業
共同募金配分金事業
地区社協への支援、ボランティア活動の推進、
災害救援体制の強化、広報活動の推進など

指定管理事業（1,103,031,000円）
総合福祉センター、子どもの家、
母子の家、福祉の里、
福祉文化体育館、福祉作業所、
第一希望の家、第二希望の家、
介護サービスセンター

●平成26年度 予算
サービス区分間繰入金収入
11,179,000円
その他の収入
8,298,000円

前期からの繰越金

55,232,000円

皆さまからの会費

17,000,000円

寄附金収入

積立資産取崩収入
32,280,000円

4,701,000円

春日井市・県社協からの
指定管理料・委託料
1,199,263,000円

受取利息配当金収入
1,881,000円

地域福祉活動推進事業
131,340,000円

第二希望の家
61,519,000円

福祉サービス推進事業
160,979,000円

第一希望の家
71,819,000円

その他の事業収入
922,000円
就労支援事業収入
16,372,000円

収入

児童福祉事業収入
148,058,000円

1,525,548,000
円

障がい福祉
サービス等
事業収入
12,733,000円
介護保険事業収入
16,321,000円

法人運営事業
130,198,000円

介護サービス
センター
136,154,000円

福祉作業所
87,976,000円
福祉文化体育館
18,260,000円
福祉の里
183,010,000円
母子の家
31,255,000円

支出
1,525,548,000
円

総合福祉センター
100,174,000円

子どもの家
412,864,000円

貸付事業収入（くらし資金貸付事業）
1,308,000円
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あなたにも
忍び寄る
孤立死の影

〜あなたならどうする〜

昨今、ひとり暮らしや日常的な家族のサポートが得られない世帯等が増加の一途をたどり、地域
のつながり「絆」の必要性が叫ばれる一方で、孤立死や詐欺事件の被害が連日報道されています。
このことから、孤立死に改めてスポットを当て、孤立死の現状と予防に対する理解を深めるとと
もに、誰もが孤立死に至らない、地域で安心して暮らせる支え合いの共生社会の実現を、私たち一人
ひとりが考えることを目的に開催します。

(1) 基調報告「孤立死予防の取り組みについて」
内容

（国の施策や先進地の取り組みについて報告）

長岩

嘉文 氏

長岩
神戸
春日井市民生委員児童委員協議会 前 会 長 圡田
不二ガ丘地区社会福祉協議会
会
長 平良

嘉文 氏
健志 氏
弘和 氏
建一 氏

一柳

覚氏

日本福祉大学中央福祉専門学校

(2) パネルディスカッション

対象

【コーディネーター】日本福祉大学中央福祉専門学校

校

課長補佐

平成26年 7月26日(土)

午後2時から午後4時30分まで

すべての市民

問い合わせ
8

長

【パ ネ リ ス ト】春日井市高齢福祉課

URコミュニティ中部支店
お客さま相談課

日時

校

場所

参加費

春日井市社会福祉協議会
〒486-0857

課

長

長

春日井市総合福祉センター

（大ホール）

無

料（申込不要）

地域活動支援課

春日井市浅山町1丁目2番61号

TEL：85-4321

