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春日井市社会福祉協議会

No.143（平成29年3月15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

臨時職員登録募集中

あなたのチカラ、
福祉 の 仕事に
活 かしま せん か
問い合わせ
総務管理課 ☎84-1011

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

３月10日 〜20日
３月18日
４月15日
５月15日
５月20日
６月 １日
６月15日
６月17日

※13 は休館日

手づくり鉄道模型電車展示会（福祉の里）

ハッピーコンサート
（福祉の里）
ハッピーコンサート
（福祉の里）
ボランティアサロン（ボランティアルーム）
ハッピーコンサート
（福祉の里）
社会福祉協議会会員募集開始
ボランティアサロン（ボランティアルーム）
だれでもアーティスト
（福祉の里）

「ぼらら」
ボランティアセンター
マスコットキャラクター

ボランティアセンター事業を振り返って
ボランティアセンターは、ボランティア活動に多くの方が関わったり、身近に感じる
ことができるよう、平成28年度も様々な事業を行いました♪その一部を紹介します。

ボランピック
inかすがい
11月に開催した
「福祉
のつどい」
の１つの企画
として、ボランティア連
絡協議会と協力し、ボ
ランティアによるステ
ージ発表と体験ブース
を行いました。

ボランティア活動展
２月に開催した福祉映画会では、開演前にボランティアの皆さんによる、
ボランティア活動展を行いました。学習ブースや体験ブース、ロビーコン
サートは、多くの来場者で賑わいました。
精神保健福祉ボランティ
アグループ「かたつむり」

フードバンクかすがい＆はらぺこ食堂

ステージ発表

会
アレルギー歩みの

あんじゅ

ボランティア
楓

シルバー疑似体験ボランティア シデコブシ

福祉体験学習
視覚障
当事者 がい者
の講話

福祉体験学習は、装具を着け
て動作のしづらさを体験するシ
ルバー疑似体験などの
「動作体
験」や「当事者の講話」
を通し
て、児童・生徒の人権意識や福
祉意識を高めることを目的とし
て実施しています。

私は、普段 i Phoneの視
覚サポートの機能をつか
ってメールをします。先
生とのやりとりもメール
でしているんですよ♪

シルバ
ー疑似
体

車いすでの生活の大

験

変さも学びましたが、
車いすがあることで、
私たちと同じように旅
行などにも行けること
を学びました。

車いす体験

福祉体験学習の講師は、ボランティアで行っています‼講師の子どもたちに掛ける一つ
ひとつの言葉には、
「ともに助け合うこと」
の大切さが詰まっています。

問い合わせ
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地域活動支援課

☎：８５-４３２１

平成29年度

介護予防活動支援事業
会

場

開 催 日

初 回 日

松河戸公民館

第1・3 火曜日

４月４日（火）

下原町公民館

第2・4 火曜日

４月11日（火）

下市場北公民館

第1・3 水曜日

４月５日（水）

明知町公民館

第2・4 水曜日

４月12日（水）

如稲学習等供用施設

第1・3 木曜日

４月６日（木）

市内65歳以上の方が、お住まいの近く
の公民館などで、介護予防の運動や茶話
会などをして楽しむ場です。

協力 員 大 募 集！！

（ボランティア）

この事業をお手伝いいただけるボランティア
を募集しています。内容は、会場や茶話会の
準備、レクリエーションのお手伝いなどで
す。地域の参加者の皆さんと一緒に楽しみな
がら、ボランティアを始めてみませんか？？

初回実施日に直接会場までお越しください。
(会場には駐車場が少ないのでご注意ください。)
持ち物：上靴、タオル、飲み物
参加費：年間300円が必要です。

社協会員に加入いただき、ありがとうございました。
平成29年１月31日現在、52,405件の世帯、また事業所の皆様に本会の会員になっていただき、
16,851,200円もの会費が集まりました。誠にありがとうございました。あわせて、会費のとりまとめにご
協力いただきました区・自治会・町内会の皆様に深く感謝申し上げます。
会費につきましては、市内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、全市的な福
祉事業へ活用させていただきます。
平成29年度も温かいご支援をお願い申し上げます。
平成28年度特別会員、法人・団体会員の皆様

※順不同、敬称省略

【特別会員】
(株)あいおい福祉会

(株)秋吉組

(株)浅井製材所春日井工場

ジーカンパニー

(株)EDUCOM オークランド観光開発(株)

(株)春日井工場

春日井遊技業組合

ンアイ自動車(株)

(資)三昇製菓

力発電部中部支店

(株)環境衛生

(福)サン・ビジョン (福)春生会

(福)樹の里

名古屋トヨペット(株)春日井店

(福)養楽福祉会

(福)若草学園

(株)アローエム (株)イケックス工業
春日井印刷(株)

木野瀬印刷(株)

(株)昌和警備保障

(有)東海ＯＡシステム 東洋電機(株) トーヨーマテラン(株)

バス(株)春日井営業所
エルロード(株)

(有)カツミ工業

旭産業(株) (有)アサヒ装飾

(福)恩賜財団愛知県同胞援護会

(株)ウエダ

春日井運輸(株)

春日井製菓

NPO法人けやきフォーラム (株)コムサービス (株)コンテック サ

(株)タクマ食品

ダイコク電機(株)本部事業所

中津川包装工業(株) なかひがし整形外科皮フ科

(株)不二屋 ベティさんの家高蔵寺

(株)ウカイ設備 (株)エス

(一社)春日井建設協会

大和エネルフ(株) 電源開発(株)水
名古屋空港ビルディング(株)

訪問介護あいおい (有）
丸十伊藤書店

名阪急配(株)

名鉄

(株)モンシェル ユー

個人２名

【法人・団体会員】
(株)アイセイ化工
名古屋営業所
ル

愛知トヨタ自動車(株)春日井営業所 アイネット介護サービス (医)愛洋会加藤病院

PureStyle(株)生き活きハウス春日井

王春工業(株) （株)大垣共立銀行春日井支店

(有)カガミ自動車
かなえ福祉会

梶田建設(株)

(株)桶庄

春日井開発(株)

金山化成(株)春日井工場

(株)一榮食品

(公財)春日井市健康管理事業団

(株)島田製作所

東海不織布(株)
設(株)

中央物産(株)名古屋支店

ソリューションズ(株)
シー(株)
春日井店

日新電装(株)

（株)長谷川産業
事業所

(株)萬代

(株)尾東

ワーカーズコープ

(株)八洲

尾張中央農業協同組合本店

春日井電気(株)

(株)加藤建装

(株)サン春日井

(株)建光社春日井営業所

三幸毛糸紡績(株)春日井工場

(株)中日金型

(株)竹屋

玉川エンジニアリング(株)

(株)フクイ商会
Mａsａ夢

中日新聞勝川東部なかしま新聞店

長縄防災(株)

日本システム・クリエート(株)
前田鐵鋼(株)

長栄鉄工(株)

玉川工業(株)

(株)光徳

(株)

(株)三晃商会

(株)タムラ (株)つかもと

日本事務器(株)中部支社

中部ケーブルネットワーク(株)

(株)ナイスマイカーセンター
(株)丹羽工務店

(株)ハイウェー

(株)マサシックス 昌山自動車ガラス(有)

(福)陽和福祉会 らいおん丸

東洋建

中部システム

長江紙器(株)

(株)名古屋自動車学校春日井校

(株)古川電機製作所春日井工場 フルハシＥＰＯ(株)

(株)マルブン (株)マルヨシ (株)御幸倉庫 ミワ(株)

ユニー(株)アピタ高蔵寺店

(有)中部義肢

名古屋貨物運輸倉庫(株)春日井営業所

富士化学(株)名古屋工場

(福)

(株)協和コーポ

昭和建物管理
（株） (株)ジーシーアサヒ (株)ジーシーデンタルプロダクツ (有)スエハ

中部三菱自動車販売(株)春日井バイパス店

日本エムティ(株)

丸彦渡辺建設(株)名古屋支店

(有)桃の木

(有)春日井自動車

(株)カワグチ 亀甲通運(株） 共立コンピューターサービス(株)

三栄テクノ(株)春日井営業所

照和化成(株)

(株)エイエヌオフセット (株)エコー

東洋樹脂
（株） (株)ティーイーティー (株)東海サービス 東春電気工業(株) トーヨーエイテック(株)中部日本工場

長苗印刷
（株）
春日井工場

(株)日東

内津工業(株)

尾張中央農業協同組合関田支店

(公社)春日井青年会議所

太平化学産業(株)春日井工場

中京パイプ工業(株)

(株)ホニック ホンダロジコム(株)

(株)マルヤス家具
業(株)

(株)ダイカネ技研

(学)中部大学社会連携推進部

(株)ナガケン不動産

佐藤食品工業(株)

(株)清水屋 シオン高蔵寺会館

(株)東京鋲兼名古屋営業所

(福)あざみ会 （株）
あみやき亭 アート梱包運輸(株)

(株)ケイ・エスカンパニィー (株)ケー・ズコーポレーション (福)けやき福祉会

コーパスコーポレーション (株)コントロールシステム社
三洋熱工業(株)

(福)明知会

(株)上田自動車

(株)オリエント・サービス 尾張交通(株)

兼工業(株) 川北電気興業(株)春日井営業所

レーション 近鉄東美タクシー(株)春日井営業所

ン (株)セイエー (福)成祥福祉会

(株)市原商店 いなだ鍼灸院

中川タク

名古屋ダイハツ(株)
(株)長谷川工務店

(株)放電精密加工研究所名古屋

松井鉄工(株） マツダ化工(株) マルハシ工業(株)

名空ハウス工業(株)

名鉄西部交通(株)春日井営業所

(株)Le bel age レンゴー(株)新名古屋工場

(株)ワカイ産業

名東産

NPO法人

(株)ワンデックス

問い合わせ

地域活動支援課
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新規!! 高齢者等サロン事業の ご 紹 介
現在、市内の地区社会福祉協議会では、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や集会所などで体操や茶話会等を行う
「高
齢者等サロン事業」
を実施しています。今年度、新たに立ち上がったサロンを紹介します。
浅山・梅ケ坪地区
社会福祉協議会

サロン浅山・梅ケ坪

協力者の声

場

一人暮らしですが、家にこもらずに済むの
で、勇気を出して来てみてよかったです。茶
話会の中で、付き合いのない方とも交流
が持てて楽しいです。

いきいきサロン中央

協力者の声

日
場

時：毎月第２・４金曜日
10:00〜12:00
所：弥生集会所

参加者の声

このサロンは男性の参加者も多く、和気あいあいと
アットホームな雰囲気です。皆さん、喜んできてくださ
るので、自分も楽しんでいます。自分の住んでいる地
域の皆さんのために続けていきたいです。

ここに来ると皆さんに会えるのでうれしいです。
毎回、楽しみに参加しています。

高齢者等サロン事業に 参加・協力してみませんか

問い合わせ
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時：毎月第３水曜日
10:00〜12:00
所：浅山町自治会集会所

参加者の声

サロンに参加してくださった方の笑顔が増えていくの
がうれしいです。最初は、参加してもらえるのか不安も
ありましたが、今は口コミで参加者が増えました。
サロンを始めることで、顔見知りの方が増えてあいさ
つができるようになりました。今は、男性の方が少な
いので、ぜひ、ご参加ください！
中央地区
社会福祉協議会

日

地域活動支援課

☎：85-4321

らのお知らせ
か
会
員
委
金
募
同
共
市
春日井

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、31,610,317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28年度共同募金実績報告

〔募金総額〕

31,610,317 円

一般募金
（内訳） 戸別募金
法人募金
学校募金
職域募金
街頭募金
興行募金
その他の募金

円 歳末たすけあい募金
22,333,840 円
4,332,100 円
1,526,517 円
765,825 円
144,251 円
541,130 円
710,698 円

30,354,361

1,255,956 円

大募集
本会では、住み慣れた地 域で 安
心して暮らせるようにするため、要
介護認定等を取得されていない高
齢 者 等 の 世 帯 に 、に こ に こヘ ル
パーを派 遣し、掃 除や洗 濯などの
家 事 援 助を行 う「にこにこヘルプ
サービス事業」を実施しています。
地 域の助け合いとして活動して
いただける方の登 録をお願いいた
します。

対

象

春日井市内で平日の午前９時
から午後５時までの間に週１
回１時間以上活動できる方
資格は不要です

活動費

１時間あたり900円
（他、交通費あり）

問い合わせ

福祉サービス推進課
☎84-7219
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社協は
こんなことを
やっています。

大規模な災害が起こった時には、利用者の安全確保・安否確認、災害救援ボランティアセ
ンターや福祉避難所の開設等、社協には多くの役割が求められています。今回はそれらの災
害対策に関する事業について取材をしました。

【災害救援ボランティアセンター】
「災害ボランティアセンター」とは・・・
大規模な災害が発生した時には、被災地の各市町に「災害ボランティアセンター」
が設置され、ボランティアの募集・受入を行います。混乱した状況の中、被災地や被
災者の情報が行き渡らずに大勢のボランティアがそれぞれに活動をすれば、かえって
混乱を招くかもしれません。そのコーディネートをする役割を果たすのが災害ボラン
ティアセンターです。支援を求めている人のニーズ把握、ボランティアとのマッチン
グ、必要な資材の確保・貸出等を行います。春日井市は、
「災害救援ボランティアセン
ター」という名称で、社協が設置・運営することになっています。

春日井市災害ボランティアコーディネー
ター連絡会 会長のお話

災害救援ボランティアセンタ
ーのスムーズな運営のために、
災害救援ボランティアコーディ
ネーターを養成する講座を開催
しています。平成28年度は19
名の方が受講し、13名の方が修
了されました。写真はＨＵＧ(避
難所運営ゲーム)の様子です。

活動のきっかけは阪神大震災です。現地調査で被災
地を目の当たりにして、人生観が変わりました。この活
動をとおして、いろいろな人と知り合い、仲間になるこ
とができました。多くの人と関わることで災害に対す
る意識の高まりが広がっていけば、と思っています。

受講生のお話
東日本大震災でのボランティ
ア活動をきっかけに、地元でも
何かできないかと思い、受講し
ました。現地での活動をとおし
て、ボランティアの力をより活
動に結びつけたいと思うように
なり、ボランティアセンターの
運営のお手伝いが できればと
考えています。

養成講座のフォローアップ
研修として、また、災害時の
ボランティア体験の場として
「災害救援ボランティア体験
研修会」を開催しました。災
害救援ボランティアセンター
の講義や体験、ブルーシート
を屋根にかける方法の講習
など、参加した皆さんは熱心
に取り組んでいました。

◀お子さんもお母さ
んと一緒に参加して
くださいました。
災害時に便利な
ロープの 結 び 方 を
学びました。簡単な
結び方なのに、ビク
ともしません。

支 援 を 求 めて い る人の 内 容
（ニーズ）とボランティアのマッ
チング体験。スタッフが参加者に
丁寧に活動 内容の説 明を行って
います。▼

▲毛布をつかった救助訓練。こうすれば、女
性でも簡単に人を動かすことができます。
災害時は、事前に知識や情報を知ってい
るか知っていないかで、その後の対応が大き
く違ってきます。

取
材を
取材を
終えて
終
えて
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▲アルファ米の炊き出し体験。日頃から
作っておくと、いざという時に落ち着いて
対応できます。
「お湯を入れるラインが意
外と低いなぁ」
という感想が聞こえました。

ある災害対策に関する研修の中で、
「災害時は普段やっていることしかできない、普段やっていることも満足にで
きない、普段やっていないことは絶対できない」
という言葉がありました。
災害発生時の混乱した状況の中、社協に求められている様々な役割を果たすために、
また、少しでも被害を減ら
すために、
日頃から取り組んでいかなければなりません。
「想定外」
を無くすためには、
より多くの人に災害について
意識をしてもらうこと、
より多くの人とつながっておくこと、
より多くの訓練等を行うことが大切だと感じました。
皆さんも今一度、
ご自身と周りの人も含めて、災害についてイメージしてみてください。

【第二希望の家 地域との合同防災訓練】
第二希望の家は、障がいのある方や発達に心配のあるお子さん
が通っている施設です。利用者の多くが、
「いつもとは違うこと」や
「急な変化」が苦手です。
災害が起こった時のことを想像してみてください。事前に知らさ
れることのない移動（避難）、ただならぬ周りの雰囲気、慣れない
避難所での生活…利用者には多くの負担がかかります。
そのため、日頃からの訓練や準備が大切となり、その取り組みの
一つとして、地域の方の協力を得て、防災訓練を実施しました。

◀避難場所への道を普段から
歩いておくことで、
「見慣れた
道」となることを目指します。
できる限り「いつもどおり」に
するための取り組みです。

◀防災 頭巾を被る、机の下に
もぐる、これらを自分ででき
る 利 用 者 さん は ごく僅 かで
す。訓 練を重ねてできるよう
にする、身を守るための他の
策を検討するなど、工夫が求
められます。
▶地域の方の協力を得て、非常
食の試食を行いました。最近の
非常食は食べやすいものが増
えていますが、利用者によって
は、食べられるものが限られま
す。一人ひとりが食べられるも
のを把握し、準備をしておく必
要があります。

▶災害時を「日常的」
「いつも
どおり」にすることは不可能で
すが、経験をしてもらうことは
できます。
準備できることを着実に行
い、訓練等を繰り返し「覚える」
のではなく「身に付ける」ことが
災害対策において、大切なこと
です。

今 月 の 社 協 さ ん
Ｑ

担当業務は？

自分1人では契約等の判断をすることが不安な方に対して、
福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理、大切な書類等
の預かりを行う、日常生活自立支援事業を担当しています。定
期的な訪問や相談助言等を行い、利用者さんが安心して地域
で自立した生活ができるよう支援しています。

Ｑ

趣味は何ですか？

小学生の頃、父にナゴヤドームに連れて行ってもらったのを
きっかけに、
ドラゴンズの大ファンになりました。しかし、今シー
ズンはまさかの最下位・
・
・盛り上がることなくシーズンが終わっ
てしまいました。不完全燃焼だった私に、一つの名案が浮かびま
した。
「期間限定でカープ女子になり
（笑）
、日本シリーズの応援
に行く！」
すると、なんと
「神ってる」
強運でチケットをゲット！チケッ
トが取れなかったカープ女子の先輩たちに申し訳ないと思いつ
つも、負ければ敗退という大一番の応援にマツダスタジアムへ
行きました。結果は残念ながら相手チームの胴上げを見ること
になってしまい、帰りの新幹線で落ち込みながらスポーツニュー
スを見ていると、相手チームのホームランの映像になんと自分
の姿が！写真を撮り、
しばらく待ち受け画像にしました
（笑）
カープ女子としての私は
「神って」
ました。今年はドラゴンズの
勝利の女神になります。

Ｑ

福祉サービス推進課

伊藤 美妃さん
入職2年目

仕事のやりがいは何ですか？

担当する業務は利用者さんの日常生活に関わることなので、
信頼関係を築き、相談しやすい環境をつくることが大切だと考
えています。何気ない会話の中から利用者さんの思いを聞き取
ることや、些細な変化に気付かなければならないことに苦労し
ますが、昔の写真を見せていただいたり、最近起こった出来事
を楽しそうに話してもらえると、少しでも距離が縮まったことを
実感できて、
とても嬉しく思います。
また、本事業の契約により生活環境が目に見えて改善され、
安定した生活を送れている利用者さんの姿を見ると、本当に良
かったとやりがいを感じます。

Ｑ

最後に、今後の抱負を

日常生活に不安を抱えている方が、
少しでも安心して、
自立した生
活を送っていただけるよう支援していきたいです。
また、
金銭管理をし
ていると、
利用者さんからの要求を否定的に捉えてしまうこともあり
ますが、
利用者さんそれぞれの価値観を受け止め、
納得していただけ
る支援ができるよう努力したいです。
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社協の行事
11月12日
（土）
に開催された第36回福祉のつどいの様子です。当日は天候にも恵まれ、11,300
人という大変多くの方にご来場いただきました。来年度も同時期に開催予定です。
皆さんのご来場をお待ちしております。

社会福祉協議会へのご寄付ありがとうございました。
（平成28年９月〜平成29年１月）
佐藤泰二郎、東濃信用金庫坂下支店、金森義忠、竹の子会、愛知県小商業協同組合春日井支部、(公社)日本詩吟学院練成会本部、総伝・皆伝位吟詠大会練
成会本部、祝傘寿27会同窓会一同、中部電力労働組合名古屋総支部春日井営業所支部、春日井市婦人会協議会、春日井スクエアダンスクラブ、パナソ
ニックエコシステムズ労働組合、中部大学同窓会、(株)ウエダ、(株)ウエダ社員一同、
カトリック春日井教会、林昌寺(林島町)、匿名５件（順不同・敬称略）

