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春日井市社会福祉協議会
シンボルマーク

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。
市民の皆さまの善意を心よりお待ちしております。

地域福祉推進のために
13,235,876円
●地域福祉のつどいの開催
●福祉映画会
●地区社会福祉協議会への支援

高齢者のために
4,476,400円
●いきいきサロン事業
●小地域ネットワーク事業
●老人クラブへの支援

●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等

交流事業のために
1,686,798円

障がいのある方のために
3,500,602円

●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

共同募金運動推進のために
1,429,000円
●共同募金運動推進活動

全県域の福祉推進のために
5,755,000円

子どもたちのために
4,793,400円
●子育て支援サロン事業
●子ども会への支援
●保育団体等への支援

赤い羽根共同募金の配分金を受けられた団体からのありがとうメッセージを紹介します！

中央台地区社会福祉協議会では、子育て支援サロン『にこ
にこ親子サークル・中央台』を平成 22 年 4 月から開催してい
ます。この事業は、赤い羽根共同募金の配分金が活動の財源
となっています。お母さん同士の交流と、お子さんのお友達
作りの場として、月に一度
実施しています。気軽に来
ていただけるような雰囲気
作りを大切にして、子育て
中の若い世代の人たちを地
域で見守り支えていければ
と思っています。
皆さまの善意に深く感謝
申し上げます。

春日井まつりの会場（市役所市民サロン）で毎年開催される「古本バザー
ル」は、赤い羽根共同募金運動の一環として実施します。売上金は、春日井
市を始め県下全域の福祉に役立たせていただきます。皆さまのご協力をお
願いいたします。

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・東海労働金庫へ
9月12日 月 から10月7日 金 まで
店舗営業時間内にお持ちください。
総合福祉センターへ
9月30日 金 から10月9日 日 まで
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・ソフトカバー本・文庫本・マンガ・絵本・児童書 等

大歓迎です。

破損した本・百科事典・雑誌（週刊 月刊）は除きます

ボランティアとして
協力していただける方へ
〔対
〔期
〔場
〔内

象〕本が好きな方
間〕10 月 7 日（金）
・11 日（火）から 16 日（日）まで
上記の中から都合の良い日にご協力ください。
所〕総合福祉センター・市役所市民サロン
容〕古本の仕分けやバザール当日のお手伝い 等

古本を購入していただける方へ
〔日
〔場

時〕10 月 15 日（土）、16 日（日）
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 15 日
（土）
午前 10 時から 11 時頃までは、大変な混雑が予想されます。この間に
限り、時間指定の入場整理券を、当日午前 9 時 30 分から市民サロン前で配布して入
場を制限させていただきますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
※ 営業目的の購入はご遠慮ください。

設

立

坂下地区社会福祉協議会会長

昭和56年

山田健治さんからの一言

構成 地域 次の区・町内会・自治会の区域

上野区、坂下区、欅ヶ丘自治会、かすが台自治会、
神屋区、神屋団地町内会、ネオポリス自治会、
廻間町内会、明知区、西尾区、内津区、
春日園自治会、美しが丘団地自治会、緑が丘自治会
会員数

3,101世帯（平成22年度）

地区社協活動を通して、世代
を超えた地域のつながりをより
深めていきたいと考えています。
また、各区の行事にも協力する
ことで、隣近所で助け合える坂
下地区にしていきたいと思います。

地域の70歳以上の高齢者を対象とした交流会で
す。民謡観賞や盆踊り、ミニ運動会など、季節毎
に内容を工夫しながら開催しています。参加者の
皆さまからも好評です。

地震や集中豪雨に対する防災への意識を高める
ため、消防署職員の指導のもと、消火器や消火ポ
ンプによる放水訓練を実施しました。その他にも、
福祉クイズや非常食の炊き出しで三世代の交流を
深めることができました。

子どもから高齢者まで多数の参加があり、毎年大
盛況に開催しています。そうめんを流す竹筒を皆で
囲み、大人が麺を流す作業を手伝いながら、子ども
がすくって食べ、今年も涼を感じながら交流を深め
ることができました。

子どもや高齢者が世代を超えてグループをつく
り毎年開催しています。スポーツを通して交流を
深め、和気あいあいと楽しい大会となっています。

〜ボランティア活動の楽しさを伝えます！〜
「ボランティアアドバイザー」は「特別な人」ではありません。ボランティア
アドバイザー自身も長年さまざまなボランティア活動を行っている「ボランティア」
であり、自身の知識や経験を活かして、誰もが安心して楽しくボランティア活動が
できるように、「同じボランティアの立場」で活動に関する相談や助言を行う人で

男性限定ボランティアサロンの
様子です。同じボランティアと
して参加者の意見に耳を傾けて
います。

隔月にボランティアアドバイザー
同士が集まり、ボランティアサ
ロンの報告や反省、次回のサロ
ンの打合せをしています。

7月14日のボランティアサロン
の様子です。普段の活動の喜び
や悩みなどを仲間同士で話し合っ
ています。

ボランティアアドバイザーに会いにきませんか？
「ボランティアアドバイザー」は、ボランティア同士のざっくばらんな交流会「ボランティアサロン」
で活躍しています。
「ボランティアサロン」は、ボランティア活動の楽しさや悩みなどを共有し合う場であり、ボランティ
ア活動に関心のある方なら誰でも参加できます。ぜひ、ご参加ください。

（時間はいずれも午前10時〜正午、事前の参加申し込みは必要ありません）

日にち

対象ボランティア

平成23年

11月8日

主に市の中部地区で活動しているボラン
ティアグループ、個人ボランティア

鳥居松ふれあいセンター
第1集会室

水

障がい児・者を対象に活動している
ボランティアグループ

総合福祉センター

金

主に市の西部地区で活動しているボラン
ティアグループ、個人ボランティア

西部ふれあいセンター
第1集会室

平成24年

03月9日

所

火

平成24年

1月11日

場

利用時間／月〜金曜日（祝休日及び年末年始を除く）
午前８時 30 分〜午後５時 15 分

第１集会室

問い合わせ：TEL 84−4343

手紙やアルバムに貼るなど使い方
はあなた次第。

正座しても足がしびれない、
かしこ〜い椅子。

和室で使える便利な椅子。からだ
も心もくつろげます。

問い合わせ：TEL 92−5410

牛乳パックからつくっています。
大判や、ハガキにして販売します。

利用者の方が熱心に磨きをかけます。
木と人の温もりを感じられる一品。

なべつかみにもなります。

岩成台3−3−6

ただの画びょうじゃ物足りないと
いう方に！たくさん入ってお得です。

問い合わせ：TEL 83−2955

園芸にご利用ください。

王子町3

浅山町1−2−61

軽い汚れなら洗剤いらず。アクリ
ルたわし絶賛発売中。

◆ 売り上げは利用者の方の工賃の一部として支払われます。
◆ 上記施設の他、総合福祉センター（TEL 84−3611 浅山町1−2−61）でも販売しています。
ぜひご利用ください。

第一希望の家

「〜希望の光を届けよう

春日井から東北へ〜」をテーマ

に被災地復興支援のバザーを7月22日（金）に開催しました。
商品は数百点にわたり、来場された約300名の市民の方々には大
変好評でした。第一希望の家キャラクター「イッキマン」による
被災地支援募金コーナーや無料わたがしコーナー、尾張のTEA
KINGことコースケ・サトー氏によるトークショー＆紅茶試飲会コー
ナーがあり、大盛況のうちに幕を閉じることができました。
バザーの売り上げの半分と、被災地支援募金を義援金として送
るため、利用者代表の2人が春日井市共同募金委員会に届けました。
ご協力していただいたすべての皆様ありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。

第31回福祉のつどい
ご家庭で不要となっている子育て用品をご提供ください。
売上は東日本大震災の被災地の子育て支援と市社会福祉協議会が運営
する希望の家利用者の支援に役立てられます。
募集期間

主

平成23年10月3日

月

〜21日

春日井市婦人会協議会
春日井市第一希望の家
春日井市第二希望の家

金

〈土・日曜日、祝日は除く〉午前9時〜午後5時

内

催

容

衣料品、チャイルドシート、クーハン、
タオル（新品）、絵本、おもちゃ等
（品物の状態によっては受け取れない場合も
ございます。ご了承ください。）

受付・問い合わせ

第一希望の家（王子町3
TEL 84−4343）
第二希望の家（岩成台3−3−6 TEL 92−5410）

第31回福祉のつどい
期

日

平成23年10月29日

時

間

10：00 予定

参加費

1組 200円

募集組数
その他

土 ※小雨決行

申込方法

（所要時間：１時間程度）

次の必要事項を記入のうえ、封書または
FAXで申し込んでください。
①代表者氏名 ②郵便番号 ③住所
④グループ人数
⑤障がい児・者の参加がある場合は手帳の種別
応募者多数の場合は抽選となります。
また、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。

20組
打った蕎麦（およそ5人前）は
お持ち帰りいただけます。
〒 486-0857

申込期限

平成23年10月20日

木
《必着》

浅山町 1 − 2 − 61

申し込み・問い合わせ先

●愛知県小商業協同組合 ●歌友クラブ春日井
●吉富孝一 ●東海記念病院
●匿名6件

●坂本歌謡教室

●逵歌謡協会
（敬称略）

いよいよ始まりました!!
一人暮らし高齢者や障がいを抱える人を対象とした、『ちょっとお助けサービス』が 9 月 1 日（木）
から事業推進地区である、鷹来地区、六軒屋地区、ニュータウン地区で始まりました。活動現場
からのリポートです。

ニュータウン在住の姫野さんからの依頼は『クーラーのフィ
ルター掃除』でした。以前は御主人が行っており、自分で
はクーラーの場所が高く、転倒が心配で掃除に不自由され
ています。協力者の奥村さんは脚立を用意して訪問しました。

手際良くクーラー2台の掃除を行いました。時間にして約
15分で一通りの作業が終わりました。協力者の奥村さんは
「自分の周りで病気などで生活に不自由されている人が何
人かいます。今の自分で何か役に立てることがあればと思
い登録しました。」と事業への参加動機を語られました。

「御近所の付き合いは結構ありますが、年齢が同じ位の方が多く、頼
めることばかりではないです。息子も時々は来てくれますが、必要な
時にすぐ来られるわけでもないし。ほんの些細な困りごとに、気楽に
頼めるこのサービスが出来て安心しました。また頼みたいと思います。
今日は本当に助かりました。ありがとうございました。」
姫野美和江さん

〜第二希望の家

夏祭りを終えて〜

7月22日（金）第二希望の家にて夏
祭りを開催しました。今回は企画の段
階で、岩成台西地区社会福祉協議会に
参加を依頼し、地域の皆さんと一緒に
つくる夏祭りを目指しました。
今年は、岩成台西地区社会福祉協議
会、NPO法人ナップの森の出店があり、
午後からは春日井ギターオーケストラ
によるギターコンサートを楽しみまし
た。当日は葦の会のボランティアさん
にお手伝いいただき、施設の利用者さ
ん、地域の皆さんの参加を含め総勢
150名ほどの参加になりました。盆踊り、
縁日、流しそうめん、コンサートなど
で、夏のひとときを楽しむことができ
ました。
今後も行事を通じて、地域とのつな
がりを大切にした施設運営を目指して
いきます。

