社 協 だ より
社会福祉法人

春日井市社会福祉協議会

No.138 （平成27年7月1日）

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

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

☎0568-85-4321

私 たち が

す！
担当しま

7月1日に高齢者・障がい者
権利擁護センター を開設します

TOPIC

権利擁護センターでは、認知症や知的障がい・精神障がいなどで判断能力が不十分に
なりご自身で契約や財産管理などをすることが困難になった方の権利を守り、住み慣れた
地域で安心して暮らせるように「成年後見制度」の活用をお手伝いします。

● 成年後見制度の利用、申立てに関する相談支援
● 専門職による相談支援（予約制）

業務内容

（司法書士・弁護士による相談会をそれぞれ月1回）

司法書士…毎月第2木曜日 14時～16時
弁 護 士…毎月第4木曜日 14時～16時
● 成年後見制度の普及・啓発

● 市民後見人の育成
連絡先

主な予定

高齢者・障がい者権利擁護センター
TEL 82-9232

7月

開所時間 午前8時30分～午後5時（土日、祝日、年末年始休み）

11日 土 福祉の里レインボーフリーマーケット
12日 日 児童センターまつり
24日 金 第二希望の家

8月
9月

夏まつり

25日 土 地域福祉フォーラム
18日 火 ～22日 土 福祉の里レインボーフェスタ
１日 火 ～30日 水 ボラン☆タイム
12日 土 ボランティアフェスティバル

春日井市社協シンボルマーク
ひらひらちゃん

ボランティア連絡協議会

新体制発足！

て？

ボランティア連絡協議会っ

ボランティア連絡協議会（以下連協）は、
ボランティア同士が横のつながりを持ち、お
互いの交流と資質の向上を目的とした組織で
す☆
昭和56年に設立され、これまで34年間に
亘って活動をしてきました。
今年度から組織体制を変え、ボ
ランティアセンターに登録された
方は、全員が連協の一員となるこ
とになりました！
５月には新体制になって初めての総会を行い、
新会長に後藤一明さんが就任されました♪

連協よりメッセージ

９月には、ボランティアフェスティバルを開催予定☆
楽しみながらボランティア活動に触れる企画を計画中です♪
ボランティア活動に関心のある方はどなたでも参加できます。
詳細は、ボランティアセンターのブログ等でお知らせしますので、ぜひ、ご参加ください☆

あなたも

ボランティア 始めてみませんか？
ル

青少年ボランティアスクー

対象：市内在住・在学の小学５年生から高校生まで

❶事前学習…ボランティアの心がまえについて学び、活動体験先を選びます。
日
場

時：７月18日（土）、７月22日（水）のどちらか希望する日
午後１時30分から午後３時まで
所：市民活動支援センター（春見町３）

❷活動体験…希望の体験先で実際にボランティア活動を体験します。
日にち：７月21日（火）から８月11日（火）までの都合のよい日

❸バスツアー…参加者全員でレクリエーションの準備をして、施設利用者との交流を行います。
日にち：８月18日（火）

※１日コース、バスツアーのみの参加も可

ール

オトナのボランティアスク
日

程

ホームルーム
（事前学習）

9月2日
（水）
13：30～15：30

1限目

9月10日
（木）
10：00～12：00

2限目

9月15日
（火）
13：30～15：30

3限目

10月2日
（金）
10：00～12：00

課外活動

9月3日
（木）
～
9月30日
（水）

申し込み

対象：市内在住・在学・在勤の18歳以上の方
場

内

市民活動支援センター
（春見町３）

総合福祉センター
（浅山町1-2-61）
希望の体験先

容

ボランティアやNPOに関する講義、
ボランティア、市民団体による活動紹介
傾聴について（仮）
シルバー疑似体験
ボランティア活動の情報交換、交流会
ボランティア活動体験報告、交流会
ボランティア活動体験

地域活動支援課（TEL 85-4321）まで

詳しくは、ボランティアセンターブログをご覧ください！
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所

春日井市

ボラセン

ブログ

検索

社会福祉協議会の会員

大募集中です!!

会員種別

世帯会員

300円

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

新規！

会費の使途

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け
る方を会員として募り、その会費を地域福祉活動の財源としています。今年度もご協力いただきますよ
う、よろしくお願いいたします。

約8割

地区社会福祉協議会の
活動費として助成

約2割

全市的な地域福祉事業
に使用

高齢者等サロン事業のご紹介

高齢者や障がい者の社会参加や生きがいづくりを目的として実施する「高齢者等サロン事業」
が新たに立ち上がりました。

鷹来地区会

議
社会福祉協

日
場
内

時
所
容

鳥居松地議区
会

ＧＯＧＯ大手

社会福祉協

毎月第3木曜日 午前10時～正午
大手学習等供用施設
簡単な体操、茶話会 など

日
場
内

イケメンのサロン代表者と笑顔が美し
い協力員（ボランティア）が皆さんのお
越しをお待ちしています。

問い合わせ

９月は

地域活動支援課

時
所
容

毎月第1・3金曜日 午前10時～正午
月見町公会堂
体操、レクリエーション、茶話会 など

待望のサロン開始！
参加して、皆で元気になろう！

TEL 85-4321

ボラン☆タイム！
ちょいボラ

体 験！

さわやかサロン月見

て
ィア活動につい
９月はボランテ
ア月間
ィ
テ
ン
ラ
ボ
る、
考える・参加す
ム」です♪
「ボラン☆タイ 参加してみよう★
に
動
活
ア
ィ
テ
ボラン

使用済割り箸を集めよう！

９月１日（火）～９月30日（水）のボランタイム期間中、使用済割り箸を集めます☆
回収場所：総合福祉センター（地域活動支援課）
集まった割り箸は、王子製紙㈱様に寄付し、再利用されます！
身近なことから取り組める、収集ボランティアにぜひご協力ください(^^)
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広報担当の取材日記

社協は
こんなことを
やってます

今月号から始まりました「広報担当の取材日記」！
社会福祉協議会（以下、社協）が行っている行事や事業に取材に行き、
「社協はこんなことをやってます」ということを皆さんにお伝えしていく
コーナーです。

第１回目は、５月10日に落合公園で行われ

た、わいわいカーニバルの「福祉体験迷路」
の模様をお伝えしたいと思います。

福祉体験迷路とは、白内障という病気の体

験ができるゴーグルをはめて、迷路を攻略す
るというものです。当日は、想定を遥かに上
回る770名もの方の参加がありました。

迷路の途中にはボールプールがあり、その

中から、なぞ
なぞが入った

か。それから、
出口を出てか
らなぞなぞに
答えます。お

子さんよりも、
お母さんの方
が苦戦してい
たような気が
…(>_<)

中には10回も参加したグループもいました。

カプセルを探

写真は仲良しお友達家族５人組です。お子さん

普段とは見え

さんからは「色の識別が分かりづらかった」

し出します。
方が違う世界
で、上手く取
れたでしょう

からは「見にくかったけど楽しかった」、お母
「閉塞感があった」という感想をいただきまし
た。それぞれに、生活のしづらさを感じていた
だけたようです。

地域にはいろいろな理由から「生活のしづらさ」を抱えながら暮らしている方がいます。そのような
方たちも含めて、全ての人が暮らしやすいまちづくりをしていくことが、私たち社協の役割です。
今後もこのような形で、社協が行っていることを紹介していきます。次回をお楽しみに！

相談事業のご案内
●家族介護者のストレス相談事業

介護を通してストレスなどを抱えている、家族介護者の方の精神的な負担を軽減するための相談を、
電話で行っています。
〈日 時〉毎週木曜日（祝休日を除く） 午前10時～正午、午後1時～3時
〈電 話〉総合福祉センター TEL 84-4611
〈相談員〉NPO法人てとりん

●ふれあいカウンセリング相談事業

不安や悩みなどを抱えている方が、心の整理をするための相談を
電話で行っています。
〈日 時〉毎週金曜日（祝休日を除く） 午前10時～午後3時
〈電 話〉総合福祉センター TEL 84-4611
〈相談員〉春日井「心の相談」センター

福祉電話事業のご案内
●福祉電話事業

福祉電話相談員が、平日の朝に電話による安否の確認を行います。
〈対 象〉市内在住で、65歳以上の高齢者のみの世帯のうち、安否確認が必要である世帯
〈費 用〉無 料
〈申込先〉福祉サービス推進課 TEL 84-4199
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お知らせ掲示板

今月号から、お知らせや募集については、
「お知らせ掲示板」というコーナーを
設けて、ここに集約することになりました。今後は、このコーナーをご覧ください。

子どもの家指導員・介護福祉士

嘱託職員大募集
❶子どもの家指導員

・採 用 平成27年9月1日
・受験資格 昭和31年4月2日以降に生まれ、以下
のいずれかの要件を満たす人
①保育士、社会福祉士か教員免許の資
格を取得している人、若しくは平成27
年8月までに取得見込みの人
②学校教育法による大学(大学院を含む)
において社会福祉学、心理学、教育学、
社会学、芸術学もしくは体育学のいず
れかを専修する学科か課程を卒業した
人、若しくは平成27年8月までに卒業
見込みの人
③学校教育法による高等学校を卒業し、
2年以上児童福祉事業に従事、または
放課後児童健全育成事業に類似する
事業に従事した人
・採用予定数 2人程度
・給 与 月額150,332円
通勤、期末、勤勉、退職手当等条件に応
じて支給
・試験日 平成27年7月26日（日）

子どもの家 夏季臨時補助指導員追加募集
・勤

・勤務地
・対象者

・賃

・申込み

6月25日（木）～7月17日（金）
〈土、日
曜日を除く〉午前9 時～ 午 後5時に、市
販の履 歴書（写真貼付）に記入し、子ど
もの家指導員受験資格①は資格証の写
し、②③は卒業証明書（卒業見込みの人
は卒 業 見 込証明 書）又は卒 業 証書の写
し、介護福祉士は資格証の写しを持って
本人が直接、総務管理課（TEL 84-1011）
へ

第18回

愛知県介護支援専門員実務研修受講試験
・試験日 平成27年10月11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 6月16日（火）～7月15日（水）
・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

金

・申込み

❷介護福祉士

・採 用 平成27年9月1日
・受験資格 昭和35年4月2日以降に生まれた人で
介護福祉士の資格を有している人
・採用予定数 2人程度
・給 与 月額151,800円～174,200円
通勤、期末、勤勉、退職手当等条件に応
じて支給
・試験日 平成27年7月26日（日）

務

7月21日（火）～8月31日（月）
〈土・日曜
日を除く〉午前8時～午後7時のうち3～
4時間程度か午前8時～午後7時のうち
の7時間勤務
市内子どもの家30施設
①保育士、社会福祉士か教員免許の資格
を取得している人
②学校教育法による大学(大学院を含む)
において社会福祉学、心理学、教育学、
社会学、芸術学もしくは体育学のいず
れかを専修する学科か課程を卒業した人
③学校教育法による高等学校を卒業し、
2年以上児童福祉事業に従事、または
放課後児童健全育成事業に類似する
事業に従事した人
④該当要件なし
時給①②③要件該当後4年以上…1,030円、
4年未満…900円、④880円
※交通費を1通勤につき230円支給
7月11日（土）まで〈日曜日を除く〉午前
9時～午後6時に、市販の履歴書に、①は
資格証の写し、②は卒業証明書か卒業証
書の写し、③は従事年数を証明するもの
を添えて、本人が直接、子どもの家本部
（TEL 84-3241）へ

夏まつり
・日 時 平成27年７月24日（金）
午前10時から午後１時30分まで
・場 所 第二希望の家
・内 容 模擬店、ゲーム、マジックショーなど

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
格 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
土曜・祝日勤務可能な方、長時間勤務可
能な方、大歓迎！
・賃 金 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
・申込み 資格者証の写し、履歴書、印鑑を持参の
上、福祉サービス推進課にお越しください。
・連絡先 ヘルパーステーションよりそい
TEL 84-7219
・資
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春日井市社協の事業報告及び決算

平成26年度

受託事業（92,252,654円）
障がい者生活支援センター事業
（相談件数2,523件）
地域包括支援センター事業
（相談件数960件ほか）
にこにこヘルプサービス事業（登録世帯数294世帯）
シルバーハウジング事業（入居世帯数57世帯）
日常生活自立支援事業（登録人数67人）
介護予防活動支援事業（8会場、延べ4,033人）など

市社協事業への御協力
ありがとうございました。

自主運営事業（322,049,582円）

指定管理事業

（1,103,630,672円）

地域福祉活動推進事業
会員募集の推進〈会員数52,725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〈33サロン、延べ12,969人〉、
子育て支援サロン事業〈18サロン、延べ8,993人〉、
地区社協会長会議等の開催〈延べ18回〉、
ボランティア相談〈延べ892人〉、ボランティアサロンの開催〈年4回〉、
社協だより〈年3回発行〉
地域みっちゃく生活情報誌「はるる」への掲載〈年12回〉など
法人運営事業（理事会・評議員会等の開催〈年7回〉、職員研修）
各種福祉大会〈参加者数延べ500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26年度 決算
その他の収入
14,246,314円

皆さまからの会費

前期からの繰越金
96,229,207円

寄附金収入

受取利息配当金収入
1,977,592円
その他の事業収入
807,100円
就労支援事業収入
7,511,077円
児童福祉事業収入
138,877,086円

4,183,396円

春日井市・県社協からの
指定管理料・委託料他
1,154,181,823円

積立資産取崩収入
57,177,477円

次期への繰越金
91,583,520円

介護サービス
センター
126,375,675円

16,750,010円

法人運営事業
136,146,146円

第二希望の家
60,666,383円

地域福祉活動推進事業
114,944,893円

第一希望の家
71,997,253円

福祉サービス推進事業
142,371,339円

福祉作業所
76,555,883円

収入

支出

福祉文化体育館
17,717,355円

1,517,932,908
円

1,517,932,908
円

福祉の里
179,033,382円

障がい福祉
サービス等
事業収入
10,874,122円

母子の家
30,006,778円

子どもの家
373,997,644円

介護保険事業収入
15,117,704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27年2月～5月）
●春日井市婦人バレーボール協会
●鳥居幸子

●ユニー㈱ピアゴ気噴店

●ユニー㈱アピタ高蔵寺店
●竹の子会 稲垣捷正
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●東濃信用金庫小野支店
●瀬尾敏幸

●ユニー㈱ピアゴ中切店

●匿名5件

総合福祉センター
96,536,657円

●カトリック春日井教会

●ユニー㈱ピアゴ篠木店

●美園幼稚園

●名古屋ヤクルト販売㈱
（順不同・敬称略）

春日井市社協の事業計画及び収支予算

平成27年度

平成27年度は、各地区社会福祉協議会が開催する高齢者等サロン及び子育て支
援サロンの支援、共同募金委員会への協力など、前年度からの事業を継続実施す
るとともに、春日井市からの新規委託事業として、認知症など判断能力が十分で
ない方が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、成年後見人等が
その方に代わって契約や財産管理などを行うことを目的として権利擁護センター
事業を実施します。
また、指定管理事業におきましては、福祉の里の「レインボーフリマ」や第二
希望の家の「ちいき会議」など、地域の方との交流を深める事業を継続実施する
とともに、福祉作業所の就労継続支援B型事業及び生活介護事業の定員割合を変
更するなど、より利用者のニーズに沿ったサービスを提供してまいります。
こうした事業の推進を図り、全ての住民がともに支え合い、助け合い、安心し
て暮らせる地域社会の実現に向けて、様々な活動に取り組んでまいります。

法人運営事業（135,760,000円）

福祉サービス推進事業（166,438,000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
権利擁護センター事業

地域福祉活動推進事業

（125,688,000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（1,144,309,000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27年度 予算
拠点区分間・サービス区分間繰入金収入
7,015,000円
その他の収入
6,226,000円

前期からの繰越金

43,487,000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
23,570,000円

1,438,000円

春日井市・県社協からの
指定管理料・委託料他
1,266,650,000円

受取利息配当金収入
1,912,000円

地域福祉活動推進事業
125,688,000円

第二希望の家
65,536,000円

福祉サービス推進事業
166,438,000円

第一希望の家
72,388,000円

その他の事業収入
854,000円
就労支援事業収入
17,390,000円

収入

児童福祉事業収入
157,189,000円

1,572,195,000
円

障がい福祉
サービス等
事業収入
13,295,000円
介護保険事業収入
14,861,000円

法人運営事業
135,760,000円

介護サービス
センター
138,748,000円

福祉作業所
91,410,000円
福祉文化体育館
17,290,000円
福祉の里
193,775,000円
母子の家
32,476,000円

支出
1,572,195,000
円

総合福祉センター
107,511,000円

子どもの家
425,175,000円

貸付事業収入（くらし資金貸付事業）
1,308,000円
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平成27年度
地域福祉フォーラム

不登校・
ひきこもりは
他人事??
～私たちにできることは何か～
近年、若者の不登校・ひきこもりが増加し、そ
して、子ども達に関する大きな事件が後を絶ちま
せん。学校生活での支援以外に、子どもたちの居
場所づくりや保護者の相談窓口など地域での支
援も必要とされています。
このことから、不登校・ひきこもりにスポット
を当て、正しい知識と理解を深めるとともに、同
じ地域住民として私たち一人ひとりができるこ
とについて考えることを目的に開催します。

平成27年７月25日㊏
大ホール

午後１時開場
午後１時30分開演

場所

総合福祉センター

内容

(1) 基調講演「不登校・ひきこもりの現状と課題 ～居場所・ふれあい・おもいやりから考える～」
【講
師】山口
力氏

入場無料・申込不要

（愛知県小・中・高等学校スクールカウンセラー、愛知教育大学非常勤講師）

(2) 体験者からの報告
(3) パネルディスカッション
「不登校・ひきこもりに対する地域での支援、私たちにできること」
【コーディネーター】山口
力 氏（愛知県小・中・高等学校スクールカウンセラー、愛知教育大学非常勤講師）
【パ ネ リ ス ト】小澤 正美 氏（この指会会長、民生委員・児童委員、元主任児童委員）
みんなで
杉原 里子 氏（春日井市・半田市 スクールソーシャルワーカー）
一緒に
考えよう
齊藤 茂樹 氏（特定非営利活動法人 東海テレワーク 理事）
！
！

問合せ

春日井市社会福祉協議会
〒486-0857

地域活動支援課

春日井市浅山町1丁目2番61号
社協
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春日井

TEL：85-4321
検索

ボランティアセンター
マスコットキャラクター
「ぼらら」

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づき、
より多くの人に見やすく読みまちがえにくい
デザインの文字を採用しています。

