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赤い羽根共同募金にご協力をお願いします！
今年も10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まります。赤い羽根共同募金
は、貴重な民間福祉財源として、福祉の推進に大きな役割を担っています。
市民のみなさまの善意を心よりお待ちしております。

期間：10月1日 水 〜12月31日 水

平成26年度

共同募金目標額

平成25年度

36,000,000円

共同募金実績額

32,310,063 円の使いみち…

高齢者のために

子どもたちのために

4,517,000円（14.0％）

4,175,000円（12.9％）

◆
◆
◆
◆

いきいきサロン事業
ふれあいサロン事業
小地域ネットワーク事業
老人クラブへの支援

◆ 子育て支援サロン事業
◆ 子ども会への支援
◆ 保育団体への支援

歳末たすけあいに
障がいのある方のために

1,271,672円（3.9％）

3,399,000円（10.5％）

◆ 福祉のつどいの開催
◆ 合同クリスマス会の開催

◆ おもちゃ図書館事業
◆ 障がい者団体等への支援

全県域の福祉推進のために
共同募金運動推進のために
1,578,000円（4.9％）
◆ 共同募金運動推進活動

5,832,000円（18.1％）
◆ 社会福祉施設整備費
◆ 社会福祉団体の事業費
◆ 募金運動推進活動費

地域福祉推進のために
11,537,391円（35.7％）
◆
◆
◆
◆
◆
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地域福祉のつどいの開催
◆ 福祉映画会の開催
◆ 福祉電話事業
地区社会福祉協議会
（モデル事業等）
への支援
ボランティア活動の推進、社会福祉関係団体への支援
広報啓発事業
（社協だよりの発刊、情報誌
「はるる」
への掲載）
各種相談事業
（ふれあいカウンセリング、家族介護者のストレス相談）

古本バザール

今年は10月18日
（土）
・19日
（日）
に開催します!!

古本を提供していただける方へ
市内の郵便局（簡易郵便局を除く）、市内の東春信用金庫、
東海労働金庫春日井支店、第一希望の家、第二希望の家へ
9月17日
（水）
から10月10日
（金）
まで ※土日祝日を除く。営業時間内にお持ちください。

総合福祉センター、福祉の里レインボープラザ、介護サービスセンターへ

9月17日
（水）
から10月12日
（日）
まで

※介護サービスセンター、福祉の里レインボープラザは、休館日
（月曜日）
を除く。
午前8時30分から午後5時までにお持ちください。

提供していただきたい本
ハードカバー本（単行本）・ソフトカバー本（薄表紙）・文庫本・マンガ・
絵本・児童書 等
※破損した本・辞書・百科事典・雑誌
（週刊 月刊）
は除きます。

ご協力
よろしく
お願い
します

ボランティアとして協力して
いただける方へ
【対象者】本が好きな方
【期 間】10月9日(木)から10日(金)まで、
10月14日(火)から19日(日)までの間で
ご都合のよい日にご協力ください。
【場 所】総合福祉センター・市役所市民サロン
【内 容】古本の仕分けやバザール当日のお手伝い 等
【申 込】10月8日(水)までに春日井市共同募金委員会
（☎84-4199）へお電話ください。

古本を購入していただける方へ
【日
【場

時】10月18日(土)、19日(日)（春日井まつり）
午前10時から午後4時まで
所】市役所市民サロン（市役所正面玄関南側）

●10月18日（土）午前10時から11時頃まで、大変な混雑が予想されます。その間
に限り、時間指定の入場整理券を午前9時30分から市民サロン前で配布し、入場を
制限させていただきます。皆さまのご協力をお願いいたします。
※営利目的の購入はご遠慮ください。

申し込み
問い合わせ

春日井市共同募金委員会
TEL（0568）
84-4199

春日井市浅山町1-2-61
（市社会福祉協議会内）

FAX（0568）
84-3933

E-mail : kasugai-kyoubo@haru-syafuku.or.jp
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ボランティアセンター事業中間報告
ボランティアセンターで実施した講座についてご紹介します！
７月・８月に、ボランティアについて学ぶ、
青少年ボランティアスクールを開催！
9人の学生が修了し、延べ44か所で活動をしたよ！
▼春日井市図書館では
図書の整理のお手伝いをしました。

この経験を
将来に
いかしたい！

これからも
ボランティア
活動をして
みたい！
！

▲げんき牧場では、馬の世話
などを体験しました。

▲最終日は、活動のまとめをしました。

９月から開催している
オトナのボランティアスクールでは、
オトナの参加者が様々な場所で
活動を行っているよ！

▼

▼

ボランティアや傾聴に
ついて学びました。

▲養成講座の講師を努めて
いただいた
春日井市災害ボランティア
コーディネーター
連絡協議会の後藤代表

災害時に設置する
災害救援ボランティアセンターの
運営をするコーディネーター
養成講座を実施したよ！

講座 情 報

ボランティア活動に関する講座やさまざまな取り組みを行います。
ぜひ、あなたも一緒に参加してみませんか？

講座名

日時・場所

内容等

託児ボランティア
養成講座

10月17日（金）
9：30〜12：00
総合福祉センター

託児ボランティアの役割を学び、実際に活動をしているボラ
ンティアやボランティアを募集している施設と交流をします。

こころの健康講座

10月24日（金）
13：30〜15：30
総合福祉センター

ボランティアサロン

11月14日（金）
10：00〜12：00
総合福祉センター

講座に関する申し込み及び問い合わせは、
地域活動支援課まで

TEL：85-4321

FAX：86-3156

Email：chiiki-fukushi@haru-syafuku.or.jp
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〔定員 30人〕

現在 受付中！
！

講演会「ストレス社会を生きる知恵」を行います。
講師：心の相談室with 室長 竹内 成彦 氏

〔定員 90人〕

現在 受付中！
！

ボランティアに関するミニ講座及びボランティア同士の交流
を行います。

申込不要、当日参加
ボランティアセンター
マスコットキャラクター

ぼらら

みなさんのご参加を
お待ちしております！

新規高齢者等
サロンの
紹介
高齢者等サロンとは、概ね65歳以上の方が、身近な集会所等に集まり、体操や
おしゃべりを楽しむ交流の場です。お近くにお住まいの方、ぜひご参加ください。

こんにちは！
！

ひまわりサロンです！！

主
催：春日井地区社会福祉協議会
開催日時：毎月第１水曜日 午前10時〜正午
開催場所：春日井学習等供用施設
内
容：テーマソング合唱、誕生会、ゲーム、体操など

元気と健康、そして楽しさを
お届けできるように仲間と協力
し合い活動中です。
お友達作りの輪も広がります
のでぜひ足をお運びください!!
男性の参加も首を長〜くして
お待ちしています。

サロン協力員の皆さん（26.7.2撮影）

こんにちは！
！

たかぎサロンです！！

主
催：鷹来地区社会福祉協議会
開催日時：毎月第３水曜日 午前10時〜正午
5月から「たかぎサロン」がス
開催場所：大手学習等供用施設
タート。毎回、参加者と協力員が
内
容：体操、健康講座、茶話会など
和気あいあいで、いきいき体操、
健康講座、ゲームなど、楽しいひ
とときを過ごしています。協力員
は参加者の皆さんを笑顔で迎え、
そして笑顔で送り出すことをモッ
トーとしています。
年齢を重ねてからの人生は、い
かに健康で元気に生き抜くことが
何よりも大切です。参加者は圧倒
的に女性が多く、男性陣の参加を
切望しています。
とにかく、まだまだヨチヨチ歩
きですが、先を見据えて一歩一歩
前に進んでいきます。

サロン協力員の皆さん（26.8.20撮影）

問い合わせ先

地域活動支援課

TEL：85-4321
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第二
希望の家

夏まつり

７月２５日
（金）

とても暑い中、総勢190名の
方々にご参加いただきました。
夏まつり企画会議に参加して
いただいた岩成台西地区社会福
祉協議会、岩成台３丁目町内
会、ボランティア葦の会、第二
希望の家保護者会のみなさま。
おたのしみショーでどじょう
すくいおどり、腹話術、しの
笛、マジック、ギター演奏、バ
ルーンアートなど素敵な特技を
披露していただいたみなさま。
学生ボランティアで参加してくださった岩成台中学校、春日井商業高等学校、誉高
等学校、中部大学のみなさま。
そして、第二希望の家の利用者のみなさま。
たくさんの笑顔は、この日の太陽よりも輝いていました。

福祉の里

レインボーフェスタ

ダンスの広場：8月16日（土） あそびの広場：19日（火）〜23日（土）

恒例のレインボーフェスタを開催しました。16日のダンスの広場では、観客も一緒
になって、なじみの音楽に合わせて、簡単なステップを踏んでラインダンスを踊りま
した。
19日からのあそびの広場では、牛乳パックを使ってボートやこまを作り親子で遊ぶ
姿が見られました。

8月19日〜23日
あそびの広場
8月16日 ダンスの広場
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第一希望の家

「第９回スペシャルバザー」の開催及び
バザー品の募集のお知らせ

第一希望の家では、11月22日(土)に被災
地復興支援バザーイベントを開催します。
売り上げの一部を東日本大震災被災地への
義援金として送らせていただきます。
他にも東北地方のお取り寄せ人気商品の販
売、新鮮野菜販売等を開催する予定です。

日 時

11月22日(土)
午前10時から午後1時まで
場 所 春日井市第一希望の家(王子町3番地)

地域包括
支援センター

●当日販売するバザー品の寄附を募集しています●

〈募集するもの〉
一般雑貨、陶器(いずれも箱入り未使用の物に限ります)

※商品によってはお引き取りできない場合もありますので
必ず事前にお電話ください。

〈寄附募集期間〉
10月６日(月)〜10月31日(金)

午前10時から午後4時まで(土日祝は除く)

〈問い合わせ先〉
春日井市第一希望の家(王子町3番地) TEL：84-4343

ぜひご家庭で不要となりました未使用物品の
ご提供をお願いします！

家族介護者交流会に参加しませんか？
参加費無料

高齢社会となり、だれもが直面する介護の問題。家族介護者が抱える孤独感、焦燥感は他人事で
はありません。そこで、家族介護者を応援するため、介護の悩みや思いを皆で共有し、気分転換を
図りより良い介護につなげる目的で家族介護者交流会を開催します。今年からは市内10カ所の地域
包括支援センターが、それぞれ趣向を凝らして地域開催しますのでぜひご参加ください。本会にお
いては次の２コースをご用意しております。

浅山コース

名

称

コースランチを食べてホッと一息しませんか♪

日 時

平成26年11月14日
（金） 午前11時30分から午後2時まで

場

フランス菓子と料理の店

所

対象者
申し込み

中切コース

称

ケーキセットを食べてリフレッシュ♪

場

ホテルプラザ勝川 （勝川駅前）

申し込み

15名

10月3日
（金）
から10月31日
（金）
まで〔先着順〕 ※電話または来所による受付

平成26年11月5日
（水） 午後1時から午後3時まで

対象者

員

春日井市社会福祉協議会 地域包括支援センター
☎0568-87-5377 《土・日・祝日を除く午前８時30分から午後５時まで》

日 時
所

定

要支援・要介護認定を持っている方を介護している家族で、以下の16町にお住まいの方
浅山町、穴橋町、梅ヶ坪町、小木田町、乙輪町、菅大臣町、貴船町、篠木町、
十三塚町、関田町、大泉寺町、中央通、林島町、東野新町、不二ガ丘、割塚町

受付

名

風（ふう）（梅ヶ坪町）

定

員

10名

要支援・要介護認定を持っている方を介護している家族で、以下の18町にお住まいの方
愛知町、小野町、篠田町、中切町、細木町、町田町、松河戸町、松新町、森山田町、
柏井町、長塚町、勝川町、勝川町西、追進町、御幸町、南花長町、二子町、中新町
春日井市社会福祉協議会 地域包括支援センター中切
☎0568-56-8611 《月曜日を除く午前８時30分から午後５時まで》

受付

10月3日
（金）
から10月31日
（金）
まで〔先着順〕 ※電話または来所による受付

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6月〜8月）
●医療法人社団喜峰会 東海記念病院 ●愛知県小商業協同組合春日井支部 ● 歌謡協会
●シーキューブ株式会社 ●名古屋ヤクルト販売株式会社 ●匿名2件
（順不同・敬称略）
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児童センターまつり

７月13日
（日）

毎年恒例の児童センターまつりを開催し、約
560人の方が来場しました。
魚つりやディズニーキャラクターの風船ヨー
ヨーつり、しゃぼん玉、バルーンアートのコー
ナーや、中部大、名古屋短大、桜花学園大の学
生ボランティアによる木登り人形やスーパー
カーの製作コーナー、人形劇もあり、親子でオ
リジナルのおもちゃを作って遊ぶなど、それぞ
れのコーナーで楽しむ姿が見られました。
誉高校の学生ボランティアの参加や小学生に
よるオリジナル劇などもあり、まつりを盛り上
げ、多くの来場者でにぎわいました。

第34回

福祉のつどい

そば打ち体験
開催時間

①午前10時〜
③午後1時〜

開催場所

春日井市総合福祉センター

募集組数

各時間4グループ

参 加 費

1グループ500円

申込方法

次の必要事項を記入のうえ、往復はがきで
申し込んでください。
①代表者氏名 ②住所 ③電話番号
④グループの人数
⑤障がい児・者の方の参加がある場合は
手帳の種別

申 込 先

②午前11時〜
④午後2時〜

〒486-0857 浅山町1-2-61
春日井市社会福祉協議会
福祉のつどい おたのしみ部会
「そば打ち体験」係
※応募者多数の場合は抽選となります。
※障がい児・者の方を含むグループを
優先させていただきます。

申込期限

平成26年10月17日（金）必着

そ の 他

打ったそば（1グループおよそ４人前）は
お持ち帰りいただけます。

お問い合わせ

☎84-4343
春日井市第一希望の家
担当：井村

参加者募集！

開催日

平成26年

11月8日 土

フリー
マーケット
地域交流の場として、またご
家庭内の不用品等の再活用など
を目的として、福祉のつどいの
「フリーマーケット」に出店し
てみませんか？

開催時間

午前10時から午後３時まで

開催場所

福祉文化体育館（室内）
（総合福祉センター敷地内）

募集店数

28区画（1区画：縦2.5ｍ×横2.5ｍ）

出 店 料

500円
（※愛知県共同募金会へ全額寄附させて
いただきます。）

出店資格

18歳以上の個人・団体で、販売を生業と
していない春日井市在住の方

申込方法

申込書をメール、郵送または直接本会へ
提出してください。

※応募者多数の場合は抽選となります。

申込期限

平成26年10月15日（水）必着

連 絡 先

春日井市社会福祉協議会
法人経営課 担当：松田、鵜野
〒486-0857 浅山町1-2-61
☎84-1011
E-mail：tudoi@haru-syafuku.or.jp

※ 詳しくは、ホームページをご覧ください。
（http://www.haru-syafuku.or.jp）
8

