社協だより

社協事業

歳時記

社協事業

歳時記

赤い羽根共同募金運動 街頭募金

合同クリスマス会（12月14日）

主な
行事

5月
6月

目

http:// www.haru-syafuku.or.jp/

社協事業

（10月1日）

4月

No.137（平成27年3月15日）

社協事業

18日
22日

土

10日
16日

日

水
土

歳時記

歳時記

春日井市浅山町1丁目2番61号
春日井市総合福祉センター内
社会福祉法人春日井市社会福祉協議会

福祉のつどい
（11月8日）

福祉映画会（1月17日）

福祉の里ハッピーコンサート
地区社会福祉協議会会長会議
児童福祉大会
福祉の里ハッピーコンサート
社会福祉協議会会員募集開始
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3世代交流グラウンドゴルフ大会／福祉車輌の助成及び福祉巡回軽自動車の寄贈
■ ありがとうございました／社会福祉協議会会員に加入／ご寄附／
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■ ヘルパーステーションよりそい 登録ヘルパー募集中／にこにこヘルプサービス事業の紹介
臨時職員の登録者の募集が始まりました
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かすがいし

しゃきょう
春日井市社協シンボルマーク
ひらひらちゃん

市内在住の65歳以上の方が、お住まいの近くの公民館や集会所等で、介護予防の運動
やゲーム・レクリエーション、また、お茶を飲みながらの会話などを楽しむことが出来ま
す。いきいきとした生活を送りたい方、同じ地域の方との交流を楽しみたい方の参加をお
待ちしています！
また、この事業のお手伝いをしていただける協力員（ボランティア）を募集しています。
地域の交流の場づくりに興味・関心をお持ちの方、参加者のみなさんとの交流を楽しみた
い方の多数の参加をお待ちしております。

【平成27年度介護予防活動支援事業開催予定】
会

場

開

催

日

時

初 回 日

浅山町集会所

毎月第１・３水曜

午前10時〜正午

４月１日

大泉寺町公民館

毎月第１・３木曜

午前10時〜正午

４月２日

松新集会場

毎月第１・３金曜

午前10時〜正午

４月３日

出川町公民館

毎月第１・３火曜

午前10時〜正午

４月７日

柏原学習等供用施設（柏原公民館） 毎月第２・４水曜

午前10時〜正午

４月８日

関田第一公民館

毎月第２・４木曜

午前10時〜正午

４月９日

弥生集会所

毎月第２・４金曜

午前10時〜正午

４月10日

下市場公民館

毎月第２・４火曜

午後1時30分〜3時30分

４月14日

平成26年度に実施した会場のうち、篠木四ツ谷集会所、大留下公民館は各地区社協
主催の「高齢者等サロン」に移行します。

●問い合わせ●

地域活動支援課

☎85−4321

本会の組織名称変更のお知らせ
本会は、
４月１日付けで本会の組織名称の変更を行いますのでお知らせいたします。

現

行

法人経営課

変更後
総務管理課

主な業務内容
本会の運営、施設の管理・運営、職員の採用など
☎84-1011
※連絡先に変更はございません。
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FAX84-6397

ボ ラ ン テ イア 活動
みなさんの身近で行われている「ボランティア活動」
について、わたし「ぼらら」がご紹介します！

を知ろう！

春日井市では、どのくらいの人がボランティア活動をしているの？
２月１日現在、春日井市社会福祉協議会のボランティアセンターには、
160団体のボランティアグループと131人の個人ボランティアが登録を
し、ボランティア活動をしています。その他、地域の福祉活動をしている
方や市民活動団体を含めると、活動者の数はもっと増えます。春日井市
民100人に１人以上は、何かのボランティア活動をしているのですね！

どんな活動があるの？
✿福祉施設利用者との話し相手、手話・点字・要約
筆記など技術を活かした活動
✿国際交流に関する活動

✿災害ボランティアセンターの運営

✿使用済切手・ペットボトルキャップの収集

ボランティア相談まで、お気軽に電話してください。
「ボランティアコーディネーター」が待っています！

✿子育て支援サロンの運営や託児
✿花壇の美化整備

ボランティア活動を始めるには
どうすればいいの？

など

ボランティアセンターでは、ボランティアに関する
様々な取り組みを行っているよ！
平成26年度の様子を一部ご紹介します。

（市民活動支援センター内）
住所：春見町３ ☎・FAX：84-3600
火〜金曜日（祝休日を除く）
9：00〜17：00（12：00〜13：00を除く）

春の緑綬褒章を受章されました！
ボランティアセンター登録の「春日井ロゴス腹話術研究会」
のみなさんです。おめでとうございます！

ボランティア
養成講座
→毎年、ニーズに合わせて養成講座を開催しています。
今年のテーマは「託児ボランティア」でした。

ボラン☆タイム
（ボランティア月間）
←ペットボトルキャップの回収活動では、
147,920個ものキャップが集まりました！

ボランティア
サロン

←ボランティア同士の交流の場です。
活発な意見が飛び交いました。

もうすぐ新しい季節♪みなさんも
できることから始めてみませんか？
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新規高齢者等サロンの紹介
高齢者等サロンとは、概ね65歳以上の方が生きがいづくりや孤立防止のため、身近な
地域の集会所で交流する場です。

玉野ふれあいサロンひまわり

平成26年6月開始

主

催：玉川地区社会福祉協議会

開催日時：毎月第3木曜日

午前9時〜正午

開催場所：玉野農村婦人の家
内

容：茶話会、健康体操など

月に1回、茶話会を中心に健康体操や
季節を感じる行事をし、参加者と協力員が
一緒になって楽しい雰囲気で活動してい
ます。
地道な声かけによって、参加者はひとりま
たひとりと増えていき、今では30人程の参
加があります。地域のふれあいを大切に
していますので、男性のみなさんも是非お
越しください。

徳農いきいきサロン

平成26年6月開始

主

催：徳農地区社会福祉協議会

開催日時：毎月第１木曜日

午前10時〜正午

開催場所：徳農学習等供用施設
内

容：茶話会、ラジオ体操、
マジックの鑑賞など

簡単な体操をしたりボランティアさんの楽器演奏をきいたり…参加者と協力員
とで相談しながら楽しく過ごせる場作りをしています。何より楽しいのはみな
さんとのおしゃべり！！アットホームなサロンです。是非ご参加ください。

●問い合わせ●
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地域活動支援課

☎85−4321

介コーナー

地区社会福祉協議会紹

八田朝宮地区社会福祉協議会

設
立
構成地域

昭和58年８月
上八田東嶋町内会、下八田町内会、
桃園町内会、八田新町町内会、
中島町内会、西島町内会、
長池町内会、大光寺町内会、
朝宮町内会、県営八田住宅自治会、
市営上八田住宅自治会
874世帯（平成25年度）

会 員 数

一般事

業

八田朝宮地区社会福祉協議会
会長

正昭さんからの一言

各種交流事業等に参加していただき、
ふれあい、支えあい、助け合うことで楽
しく暮らせる明るい地域づくりを皆様と
いっしょになって進めていきます。
ご協力、よろしくお願いいたします。

一般事

納涼夏まつり

伊藤

業

敬老会

日時： 平成26年7月26日
場所： ふれあい広場

日時： 平成26年９月15日
場所： 八田公民館

各町内会とも協力しながら、盆踊り、輪
投げゲーム、出店等を行いました。小さい
お子さんから大人まで幅広い世代が楽しみ
ながら交流しました。

75歳以上の高齢者を招待して、踊りや
三味線、手品等を鑑賞しました。参加者
は、話に花を咲かせながら、楽しまれてい
ました。

等サ
高齢者

ロン事

業

さくらサロン八田朝宮

開催日時：毎月第２火曜日
午前10時から正午まで
開催場所：八田公民館

和気あいあいとした
とっても楽しいサロンです。
ご参加をお待ちしています♪

毎回40名くらいの方が参加しています。
平成26年4月から始まりましたが、参加者
だけではなく、ボランティアとして活動して
いる協力員も楽しみながら行っています。
毎月の誕生日会、茶話会、体操などに加
え、運動会やマジック鑑賞など色々な企画を
行いながら交流しています。
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福祉の里発 手づくり鉄道模型電車展示会
廃材を利用した１/80のスケールで作られた鉄道模型。
幅6ｍ 奥行き4ｍの手づくりジオラマの中を颯爽と走る
電車模型は、一見の価値あり ！
みなさんのご来場をお待ちしております。

（模型鉄道）

平成26年度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

11月16日（日）5ブロックの予選を勝ち抜いた10
チームが真紅の優勝旗をめざし、熱戦を繰り広げまし
た。そんな中、8ホール中3回もホールインワンを出す『ダ
イヤモンド賞』という偉業を成し遂げた方もみえました。
日頃からグラウンドゴルフを楽しまれている世代の
方々、仕事や家事に忙しいお父さんやお母さん、そして
子どもたち。グラウンドゴルフ場のまわりには、たくさんの
応援団。その方々の輪がひとつになった一日でした。

制作者
⬇

澤村武昭さん
開催期間

3月13日（金）〜22日（日）
休館日 16日（月）
午前10時〜午後0時30分
午後１時30分〜午後4時

【優 勝】関田地区社会福祉協議会
【準優勝】中央台地区社会福祉協議会
【３ 位】不二・出川地区社会福祉協議会
【最優秀ブロック賞】第3ブロック（関田地区社会福祉協議会・
六軒屋地区社会福祉協議会）

福祉車両の助成及び福祉巡回軽自動車の寄贈
公益財団法人日本財団様から2014年度福祉車両助成事業により、春日井市第
一希望の家に送迎用車両（日産キャラバン車椅子乗車対応車）を配備させていた
だきました。
また、一般社団法人生命保険協会愛知県協会様から、福祉巡回軽自動車「ふれ
あい号」の寄贈がありました。こちらは、在宅福祉サービス活動の業務に活用さ
せていただく予定です。
助成金をいただいた公益財団法人日
本財団様及び福祉巡回軽自動車を寄贈
いただいた一般社団法人生命保険協会
愛知県協会様に、謹んで感謝の意を表
します。
福祉巡回軽自動車「ふれあい号」の寄贈式の様子です。
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社会福祉協議会会員に加入いただき
ありがとうございました
平成27年１月31日現在52,724件の方に本会の会員に加入いただき、16,740,010円もの会費が集まり
ました。
加入いただいた世帯、事業所等の皆様、ご協力いただいた区・自治会・町内会の皆様、本当にありがと
うございました。
会費につきましては、市内の41の地区社会福祉協議会の活動支援や災害救援資材の購入等に活用さ
せていただきます。
27年度も温かいご支援をお願い申し上げます。

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9月〜平成27年1月）
○尾張海交有志会
○愛知県小商業協同組合春日井支部
○金森 義忠
○春日井市吟剣詩舞道連合会
○中部大学同窓会
○春日井太鼓連
○中部電力労働組合名古屋総支部 春日井営業所支部
○パナソニックエコシステムズ労働組合
○春日井市婦人会協議会
○住友理工あったかクラブ会員
○逵歌謡協会
○株式会社ウエダ
○株式会社ウエダ社員一同
○とうしん春日井市内8店舗経済倶楽部
○匿名8件
（順不同 敬称略）

からのお知らせ
会
員
委
金
募
同
共
市
井
春日

共同募金へのご協力
ありがとうございました
今年度の赤い羽根共同募金運動も、市民の皆様、各企業様、関係機関・団体の皆様のご協力によ
り、33,147,652円という多くのご寄附を賜ることができました。厚く御礼を申し上げます。
皆様からお寄せいただきました寄附金は、愛知県共同募金会でまとめられ、地区社会福祉協議会
活動の支援など、皆様がお住まいの地域福祉の推進をはじめ、市社会福祉協議会が行うボランティ
ア活動の振興や民間の社会福祉施設等の事業に役立たせていただきます。

平成26年度共同募金実績報告
31,904,180 円
一般募金
23,673,765 円
戸別募金
1,602,492 円
学校募金
132,643 円
街頭募金
684,258 円
その他の募金

法人募金
職域募金
興行募金

歳末たすけあい募金

円

1,243,472

円
866,565 円
641,357 円

4,303,100
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あなたの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
「ヘルパーステーションよりそい」では、介護保険法・障害者総合支援法に基づくヘ
ルパー事業で援助をしていただくヘルパーを随時募集しています。
＜応募資格＞
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（旧ヘルパー2級）、介護職員実務者研修
修了者（旧ヘルパー1級）のいずれかで、一週間のうち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。
＜給
与＞
身体介護 1時間あたり 1,550円 土日・長時間勤務
家事援助 1時間あたり 1,200円 可能な方 大歓迎
別途交通費あり

にこにこヘルプサービス
事業の紹介

春日井市社会福祉協議
会では、地域における
ささえあい活動の一環
等の世帯を対象に家事
として高齢者
の援助を行う「にこに
こヘルプサービス事業
ます。毎日の生活の中
」
を
実施してい
で、食事の支度・掃除
・洗濯などを行うのに
へ、にこにこヘルパー
支障のある世帯
を派遣することによっ
て住みなれた家や地域
せるように支援します
で
安心して暮ら
。

利用対象者

・要支援・要介護認定
を取得されていない概
ね65歳以上の高齢者の
世帯等で家事の援助を
みの
必要とされる方（市委
託事業）
・けがや出産等で一時
的に援助が必要な方（
自主事業）

＜ヘルパーさん募集＞

助け 合いの精神をもっ
て活動していただける
市民の 皆 様に「にこに
の登録をお願いしてい
こヘルパー」へ
ます。
対 象：春日井市内で
活動できる方で、平日
（月）〜（金）の9：00
〜17：00の間で
週に1回、1〜1.5時間
程度活動できる方
活動費：1時間900円、
別途交通費あり

平成27年度

した！
臨時職員の登録者の募集が始まりま

設けております。
本会では、臨時職員の登録制度を
かじめ登録さ
充や増員が必要となった場合、あら
本会の運営する施設で、職員の補
されます。
れた方の中から面接選考により採用
業所 、
ター 、第 一･ 第二 希望 の家 、福 祉作
子ど もの 家、 介護 サー ビス セン
の里など
母子の家、総合福祉センター、福祉
員など
車運転手、支援員、看護職員、事務
職種 保育職員、介護職員、送迎
必要な職種もあります）
（職種により時給が異なり、資格が
登録有効期限 平成28年３月31日
011
問い合わせ 法人経営課 ☎84-1

施設
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