社
社協
協だ
だよ
より
り
社会福祉法人

春日井市社会福祉協議会

No.144 （平成29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

☎ 85-4321

平成29年度 地域福祉フォーラム

次世代を担う子どもの貧困

他人事ですか？

昨今、ひとり親家庭の増加などにより、子どもが置かれている現状は厳しさを増しています。愛知県の最新の調査
（平成28年12月）では、5.9％の子どもが、さらにひとり親家庭では52.9％の子どもが貧困であるという結果も出て
おり、親から子への貧困の負の連鎖について報道される機会も増えています。
未来ある子ども達のために私たち一人ひとりは何ができるのか。
参加者と共に考える機会として開催します。

入場無料
（申込不要）

平成29年

7月29日 土

午後1時 開場
午後1時30分 開演

春日井市総合福祉センター 大ホール
【内容】 ❶ 基調講演 「子どもの育ちのための切れ目ない支援
〜子どもたちの現状が私たちに投げかける意味を捉えて〜」
【講
師】 日本福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科
准教授 野尻 紀恵 氏
❷ パネルディスカッション
【パネリスト】 学習教室 きみいろ
はらぺこ食堂

代表

スクールソーシャルワーカー

【問い合わせ】 地域活動支援課

梅川和佳奈
杉山 博崇
柴垣 康子
尾崎 律子

氏
氏
氏
氏

☎ 85-4321

月曜日〜金曜日
（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時

主な
予定

「ひらひらちゃん」
春日井市社会福祉協議会
シンボルマーク

７／ 8 土
9日
15 土
21 金
29 土
29 土
8／ 1 火
4金
4金
18 金
19 土
22 火
9／ 1 金
6水
10 日
15 金
16 土

〜24 木
〜24 木
〜26 土
〜30 土
〜10／4 水

福祉の里 レインボーフリマ
児童センターまつり
福祉の里 歌声アトリウム
第二希望の家 夏まつり P7
地域福祉フォーラム
福祉の里 親子で参加！ グラウンドゴルフ大会
青少年ボランティアスクール
第一希望の家 夏まつり P7
福祉の里 親子で施設見学
〈21日
（月）
を除く〉 介護サービスセンター 夏まつり
福祉の里 レインボーフェスティバル
福祉の里 サマーフェスタ
ボラン☆タイム
（ボランティア月間） P3
オトナのボランティアスクール
ちょいボラ体験（きれいな公園にしよう！ みんなで楽しくペンキ塗り） P3
〈予備日：24日
（日）
〉
ボランティアサロン P3
福祉の里 ハッピーコンサート P8

ボランティア活動に
あなたも参加してみませんか??
6月1日現在、春日井市内では2,045人（男性379人、女性1,666人）の方がボランティアセ
ンターに登録をして、ボランティア活動を行っています。その活動内容も福祉のみならず、国
際交流、環境、子育て支援などさまざま。あなたにあったボランティア活動もきっと見つかる
はず！
「ボランティア活動を始めてみたい」「何か社会の役に立ちたい」という方、ぜひ新しい一
歩を踏み出してみませんか？

高齢者施設でマジックを披露する
ボランティア活動の様子

▲

植物園の温室で
花などの整備を
するボランティ
ア活動の様子

ぼららがご紹介します！
▲

どんなボランティア活動が
あるんだろう?? 見てみよう！

私、ボランティアセンターの
マスコットキャラクター

▲災害時に立ち上がり、被災した市民と
ボランティアをつなぐ災害救援ボラン
ティアセンターの設置運営訓練の様子

【ボランティアセンター登録のボランティア活動】
施設利用者との話し相手、施設等での楽器や歌などの披露、手話・点字・要約
筆記など技術を活かした活動、在宅高齢者の傾聴、子ども食堂の運営、子育て
支援サロンの運営や託児、花壇の美化整備、国際交流に関する活動、日本語指
導、災害救援ボランティアセンターの運営など

いろんな活動があるんだね！
私も参加してみたいなぁ♪

●ボランティアグループ 131団体、個人ボランティア 58人

ボランティアセンターに登録しているボランティアさんが集まって、ボランティ
ア活動の広報啓発や、ボランティア活動に関する勉強などを行っているんだよ!!
それが「春日井市ボランティア連絡協議会」って言うんだって！

春日井市ボランティア連絡協議会総会を行いました
5月9日（火）にボランティア連
絡協議会総会を実施しました。当
日は、NPO東濃成年後見センター
理事長の渡辺哲雄氏をお迎えし、
「私たちボランティアができる認
知症の方へのサポート」と題し講
演会が開催され、約100人のボラ
ンティアの参加がありました。

【会長コメント】
会員・中心スタッフの皆さんのご協力により、平成29年度総会を開催
できましたことを厚くお礼申し上げます。
ボランティア活動は、私たちの社会を豊かなものにしていく可能性を秘
めていますが、同時に限界や課題もあります。
ボランティア連絡協議会の事業の企画から運営まで行っていただける
「中心スタッフ」に参加して活動してください。お待ちしております。
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予告

ボランティア同士の交流会

ボランティアサロン
事前申込不要＆どなたでも参加可能です。
●日
●場

予告

時：９月15日（金）、12月15日（金）
２月15日（木）
いずれも午前10時〜正午
所：総合福祉センター内
ボランティアルーム

ボランティア同士の交
流も大切だね！関心の
ある方は、お気軽に参
加してくださいね♪

▲昨年度のボランティアサロンの様子
ボランティア活動をする際の悩みやグ
ループの運営の方法など、お茶をしな
がら楽しくお話ししました。

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
（ボランティア月間）」だよ！ちょっとした時間を使って、ボランティア活動
をする「ちょいボラ体験」も実施するよ！みんなで一緒に楽しく参加してみよう♪

もったいないを無くそう！

きれいな公園にしよう！

食べきれない食品を
持ち寄ろう！

みんなで楽しくペンキ塗り

家庭で余ってしまった食品を集めて、必要とされて
いる方へお届けします。
●時 期：９月１日（金）〜30 日（土）
●集めるもの：賞味期限が10月31日以降の缶詰、
レトルト食品、インスタントラーメン、カップラーメン、
お菓子、調味料 ※未開封のものに限る
●活用方法：市内福祉施設や子ども食堂などへ提供
●協力団体：フードバンクかすがい
●収集場所
①総合福祉センターなど本会が管理・運営する施設
②NPO法人 一服亭かちがわ（妙慶町121）
（平日 午前10時〜午後5時）
③Re - style + cafe（出川町2169-6）
（水〜月曜日 午前11時〜午後6時）

地域にある公園の遊具などにペンキを塗ってお
化粧直しを行います。ぜひ、ご家族みんなで参加
してください。
●場所・日時
①水道公園（鷹来町4957）
9月10日（日）午前10時〜正午
②白山公園（白山町5-17）
9月10日（日）午後2時〜午後4時
●注意事項：汚れても良い服装でお越しください。
事前申込は不要です。
（予備日：24日（日））

これなら私も気軽に
参加できそう！

▲昨年度のペンキ塗りの様子（関田公園）
お友達や家族と一緒に、70人の方が参加さ
れました(*^▽^*)

みんなの学校で福祉体験学習の講師として活動を
行っているボランティアさんもいるよ！

福祉体験学習って??

▲車椅子操作体験の様子

「思いやる心」を育むため、手話・シル
バー疑似体験・ガイドヘルプ・車いす体験・
要約筆記・点字・視覚障がい当事者の講話・
発達障がい疑似体験プログラムの授業を市内
小・中・高等学校で実施しています。特に体
験した後の「振り返り」が大切です。ご家庭
でもぜひ話し合ってくださいね！
体験したい場合はご相談ください。

ボランティア活動をしたい！お願
いしたい！という方は、ボランティ
ア相談（☎ 84-3600）までご連絡く
ださい。
（火〜金曜日、午前9時〜午後5時）

この記事に関する問い合わせは、
地域活動支援課（☎ 85-4321）まで
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事業報告及び収支決算

平成28年度

自主運営事業（389,911,722円）
地域福祉活動推進事業
会員募集の推進〈会員数52,451件〉、地区社協への支援〈41地区〉
福祉教育の推進など
共同募金配分金事業
高齢者サロン事業〈44サロン、延べ16,592人〉
子育て支援サロン事業〈17サロン、延べ8,674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1,012人〉、ボランティアサロンの開催〈年5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・評議員会の開催〈年8回〉、職員研修）
各種福祉大会〈参加者数延べ463人〉
社会福祉基金事業など

受託事業（166,170,111円）

指定管理事業（1,074,760,865円）

高齢者・障がい者権利擁護センター（相談件数748件）
障がい者生活支援センター（相談件数2,309件）
地域包括支援センター（相談件数1,041件他）
にこにこヘルプサービス事業（登録世帯数245世帯）
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業（入居世帯数57世帯）
日常生活自立支援事業（登録人数58人）
介護予防活動支援事業（8会場、延べ4,066人）

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28年度 決算
その他の収入
28,583,957円

前期からの繰越金

介護サービス
センター
125,613,473円

99,010,621円

皆さまからの会費
16,865,000円

積立資産取崩収入
87,738,901円

市社協事業への御協力
ありがとうございました。

次年度繰越金
94,972,049円
法人運営事業
214,258,376円

第二希望の家
64,508,754円

地域福祉活動推進事業
114,390,162円

第一希望の家
67,122,436円
就労支援事業収入
6,479,022
障害福祉
サービス等
事業収入
6,753,428円

福祉作業所
83,742,762円

収入
1,630,842,698
円

福祉文化体育館
16,851,566円

福祉サービス推進事業
139,646,622円

支出
1,630,842,698
円

総合福祉センター
112,388,980円

福祉の里
168,944,535円

児童福祉事業収入
158,991,327円

母子の家
32,317,952円

子どもの家事業
396,085,031円

春日井市・県社協からの
指定管理料・委託料等
1,211,418,778円

介護保険事業収入
15,001,664円

社会福祉協議会への御寄附ありがとうございました。 （平成29年2月〜5月）
●春日井市婦人バレーボール協会
●ユニー㈱アピタ高蔵寺店
●名古屋ヤクルト販売㈱
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●愛知金属工業㈱

●ユニー㈱ピアゴ篠木店

●東信春日井市内8店舗経済倶楽部
●ユニー㈱ピアゴ気噴店

●愛知県小商業協同組合春日井支部

●ユニー㈱ピアゴ中切店

●田中倭人先生を囲む会

●(公社)日本詩吟学院練成会本部

（順不同・敬称略）

事業計画及び収支予算

平成29年度

平成29年度は、前年度策定した第２次春日井市社会福祉協議会発展・強化計
画に基づき、本会の事業、組織、財務を中心とした運営基盤を強化することに
より、総合支援型社協としての事業展開を図ります。
地域福祉事業におきましては、新たに生活支援コーディネーターを設置し、
地域における生活支援、介護予防サービスの提供体制の整備を推進します。ま
た、地区社会福祉協議会への支援や介護予防活動支援事業、地域包括支援セン
ターの運営などをとおして、地域包括ケアシステムの構築に向けての取組を進
めます。
指定管理事業におきましては、利用者が安心して生活できるよう個別支援を
行っていくとともに、各施設において地域住民の方と交流を深める事業を継続
的に実施することで、地域に開かれた施設運営を行います。
また、大規模な災害が起こった時、日頃から地域住民やボランティアと連携・協力し、訓練を行うなど、災害時にその役割
が果たせるよう取り組みます。
こうした事業の推進を図り、第３次春日井市地域福祉活動計画の基本理念である「人と人とが助け合う、優しいこころと温
かい思いやりのあるまちづくり」の実現を目指します。

法人運営事業（244,542,000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

地域福祉活動推進事業

（125,342,000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
第2層生活支援コーディネーター事業
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

福祉サービス推進事業（151,663,000円）
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
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
基幹相談支援センター事業
権利擁護センター事業

指定管理事業（1,165,025,000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29年度 予算
その他の収入
49,977,000円

前期からの繰越金
33,686,000円

積立資産取崩収入
87,357,000円

皆さまからの会費
17,000,000円

障害福祉サービス等
事業収入
959,000円

介護保険事業収入
9,440,000円

地域福祉活動推進事業
125,342,000円

第二希望の家
67,857,000円

就労支援事業収入
13,797,000円
児童福祉事業収入
163,395,000円

法人運営事業
244,542,000円

介護サービス
センター
145,642,000円

福祉サービス推進事業
151,663,000円

第一希望の家
69,059,000円
福祉作業所
89,931,000円

収入
1,686,572,000
円

福祉文化体育館
17,509,000円
福祉の里
181,368,000円
母子の家
33,042,000円

支出
1,686,572,000
円

総合福祉センター
114,436,000円

子どもの家事業
446,181,000円

春日井市・県社協からの
指定管理料・委託料等
1,310,961,000円
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社会福祉協議会の会員 大募集中です！
本会では、昭和55年度から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。昨年度は、52,451件の世帯や法人・団体の皆様が本会の会員となってくださり、年会費とし
て総額16,865,000円ものご協力をいただきました。誠にありがとうございました。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。

住民の皆様
▼地区社会福祉協議会の行う
子育て支援サロンの様子

【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
▼ちょっとお助けサービス
で協力者が電話機を設定
している様子

会員に加入
約8割
地区社会福祉協議会
の活動費として助成

割

約2

全市的な地域福祉
事業に使用

新規!!

春日井市
社会福祉協議会

誰もが安心して住み慣れ
たまちで暮らすことので
きる地域づくりを進めて
います。

高齢者等サロン事業のご紹介

現在、市内の39の地区社会福祉協議会で、高齢者や障がい者の社会参加や生きがいづくり、住民同士のつなが
りを深める場として、自分達の住んでいる地域の公民館などで体操やおしゃべりなどを楽しむ「高齢者等サロン
事業」を実施しています。（平成29年6月現在）今年度、新たに立ち上がったサロンを紹介します。
関田地区
社会福祉協議会

サロン関 田

開催日時 ： 毎月第２木曜日
午前10時〜正午
場
所 ： 関田第一公民館

●参加者の声

●地区社協会長の声

近 所に住 んでいる
顔見知りの方や、初め
てお会いする方など、
多くの方と交流できて
楽しいです。友達も増
えました。

不二・出川地区
社会福祉協議会

協力員や参加者のみな
さんと一緒に、みなさんが
毎月楽しみになるようなサ
ロン づくりをしていきま
す。みなさんの参加をお待
ちしております‼

不二・出川にこにこサロン

開催日時 ： 毎月第2金曜日
午後1時30分〜午後3時30分
場
所 ： 出川町公民館
●協力員の声

●参加者の声

参加者さんはもちろん、協
力員も住民のひとりとして一
緒になって楽しんでいます。
楽しい雰囲気があるだけで
なく、お互いを気遣い合う関
係も育くまれています 。是
非、遊びにいらしてください。

毎 回 参 加していま
す。続けて参加するこ
とで、まわりの皆さん
と親しくなり、嬉しい
気持ちになります。
こう
いったところは大切で
すね。

あなたも高齢者等サロン事業に
参加・協力してみませんか
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【問い合わせ】地域活動支援課

☎ 85-4321

お知らせ掲示板
ホームページを
リニューアル
しました！
社協の事業や施設の紹介、
各種イベント・講座のお知ら
せや報告、福祉に関する情
報、職員の日々のつぶやきな
どを掲載していく予定です。
新しくなったホームページ
をよろしくお願いします。

福祉作業所に日本財団から
福祉車両を贈呈して
いただきました！
今回贈呈していただい
た車両は福祉作業所の利
用者様の送迎に使われて
おり、乗車した皆さまも
喜んでいます！
長く大切に使用してい
きたいと思います！あり
がとうございました！

今月の

Q

社 協 さん

担当業務は？

心身の発達に遅れや心配のあるお子
第二希望の家
さんを対象に、母と子のよりよい関係
荒 堀 芳 恵さん
づくりや基本的生活習慣の習得、集団
入職12年目
参加へのステップづくり等、デイリー
プログラムを通して総合的な発達支援やご家族への支援を行
う児童発達支援事業を担当しています。

Q

趣味は何ですか？

本を読むことが好きです。本屋さんに行くと、次にどの本
を読むか選ぶことが楽しみで、ついつい長居してしまいます
（笑）特にミステリー小説を読みますが、「書店員さんオス
スメ」や本の帯の文字を見て他のジャンルにも挑戦中です。
好きな作家さんは辻村深月さん、ミステリーから恋愛小説ま
で様々なジャンルを書かれていて作品の世界観が大好きで
す。
また、映画や舞台鑑賞も好きで、出かけます。最近、名古
屋周辺の劇場が減ってなかなか舞台を見れていないのが少し
残念ですが、機会があれば出かけたいと思っています。
オススメの本や映画などがあればぜひ教えてください。

希望の家

夏まつり

第一希望の家
日

時

内

容

問 い
合わせ

第二希望の家

8月4日（金）
7月21日（金）
午前10時〜午後1時 午前10時〜午後1時30分
盆踊り、模擬店、
地域交流等

模擬店、ゲーム、
お楽しみショー等

☎ 84-4343

☎ 92-5410

どなたでも気軽にご参加ください！

成年後見制度に関するご相談
判断能力の低下により「財産管理」「契約ごと」で
お困りの方、相談してみませんか。相談は無料です。
成年後見制度に
ついて聞いてみ
たいなぁ
成年後見制度っ
てどうやって使
うの？

今は元気だけど…
もし認知症になったら
アパートの管理はどう
しよう

障がいのある
我が子の将来が
心配

一人暮らしで身
寄りもない、今
後のことが心配
訪問販売や悪質
商法の被害を受
けている
福祉サービスを
利用したいけ
ど、自分で手続
きができない

成年後見制度に関する相談をお受けしております。
お気軽にお問い合わせください。
高齢者・障がい者権利擁護センター
☎ 82-9232
（総合福祉センター内）

午前８時30分〜午後５時（土日、祝日、年末年始を除く）

Q

仕事のやりがいは何ですか？

子どもたちやお母さんと過ごす中で、子どもの成長を一
緒に共感できることです。毎日通園する中で、少しずつ集
団生活に慣れ、「お友達を意識できるようになった」「い
すに座れるようになった」「手遊びが大好きになった」等
たくさんの「できた！」「やった！」が増えていきます。
お母さんとともに子どものことを考え、一緒に向き合った
先にある、子どもの成長や褒められて嬉しそうな表情を見
ると良かった！と思います。
また、お母さん方とお話しする中で、家での様子や休日
の出来事のお話を聞き、距離が縮まったことを実感できる
ことも嬉しいです。初登園の頃に見られた緊張や不安の表
情が徐々に弛み、幼児室からみんなの笑い声が聞こえるこ
ともとても嬉しく思います。

Q

今後の抱負は？

お母さんが笑顔で安心して子育てができるよう今後もお
手伝いをしていきたいです。子ども一人ひとりのことをお
母さんと“一緒に”考え、“一緒に”取り組み、楽しく活動が
できるよう遊びなども工夫していきたいです。新しい遊び
もどんどん考えて、取り組んでいけたらと思っています。
子どもたちに元気をもらいながら、笑顔を忘れず活動して
いきたいです。
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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

今回は、５月20日に福祉の里で行われた「ハッピーコンサート」の取材に行ってきました。
出演された3組の団体とお客さんにお話を伺いました。

【ハッピーコンサートとは】

福祉の里のイベントの一つで、「自分たちで作るコンサート」を合言葉に年6回
行われています。
出演者を募集すると、毎年定員の3倍も応募が来るほど大人気のイベントです。
合言葉通り、準備から司会、チラシ配りから片付けまですべて出演者にも手
伝ってもらいます！

当日は150名を超えるお客さんがいらっしゃいました。
中には、日常的に福祉の里を利用していない方も... ! !
ふだん福祉の里を利用している方は、このようなイベ
ントがあると「楽しみが増える」と喜んでくださって
います。

出演者へのインタビュー！
マカナニ フラスタジオ
3歳〜80歳代の生徒が楽しみながらフラダンスを学んでいます。
赤や青など、
様々な色のド
レスが華やか
でした。

皆さん元気いっぱいのステキな笑顔が印象的でした。
つい一緒に踊りたくなります(笑)。

楽しかった！

曲に合わせたニュードレスです。ドレスは
なかなか着る機会が無いから嬉しいです！

ＪＩＭＳＢＡＮＤ
春日井を中心に活動している男性４人組のバンドです。

まずまずの
出来だった
けど、お客
さんのノリ
が良かった
です！
「桃色吐息」や「星空のディスタンス」など懐
かしい80年代の昭和の名曲を演奏していました。
息のぴったり合った歌と演奏で会場を盛り上げ
てくれました。

取材を
終えて
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フイオカマレイ

カピキとラウラウ

数々のイベントに出演している、バックの歌と演奏に合
わせてフラダンスを踊るグループです。

あたたかい
お客さん、
あたたかい
会場で気持
ち良く踊れ
ました！
素敵な歌とフラダンス、見て聞いて気持ちが
癒されました。

「自分たちで作るコンサート」ということもあり、出演者は真剣そのものでした。その姿に
心を打たれたのか、お客さんからは「勇気づけられます」という声も多数聞かれました。
お客さんも出演者の皆さんも、最初から最後までとても楽しそうにしていました。このイベ
ントは内容だけでなく、会場のあたたかい雰囲気を共に味わうことが、何よりの楽しみ方なの
かもしれません。
次回のハッピーコンサートは9月16日（土）です。ぜひ来てください！皆で楽しみましょう！
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。

