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無意識のうちに 虐待 になって

いませんか？

主な
予定

３月16日

ハッピーコンサート
（福祉の里）

３月20日 水

生活支援ボランティア講座（総合福祉センター）

４月20日

ハッピーコンサート
（福祉の里）

5月15日 水

ボランティアサロン（ボランティアルーム）

５月18日

ハッピーコンサート
（福祉の里）

６月 １日

社会福祉協議会会員募集開始

６月15日

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

みんなで防ごう！高齢者・障がい者虐待
叩く、つねる、身体を拘束する、
行動を制限するなど

身体的虐待
本人が嫌がる性的な

怒鳴る、無視する、

行為をするなど

子ども扱いするなど

あなたの気付きが
高齢者・障がい者を守ります

性的虐待

心理的虐待

このような行為を見かけていませんか？
経済的虐待

放棄・放置
食事を十分に与えない、

年金・預金などを勝手に使う、

必要な医療・介護サービスを

生活に必要なお金を使わせないなど

制限するなど

「虐待かも？」と感じたら通報を！見て見ぬふりも虐待です！
通報することで、虐待を受けている人を守るとともに、虐待をしている人たちを救うこと
にもなります。
虐待を受けていると思われる高齢者や障がい者に気付いたときは、次の窓口へ相談して
ください。通報した人の個人情報は、厳守されます。

24時間対応
◆高齢者については・・・
地域見守りホットライン（市地域福祉課）

☎８５−６１９６

またはお近くの地域包括支援センターへ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆障がい者については・・・
障がい者虐待防止ホットライン
（障がい者虐待防止センター）

☎８４−５３１０
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春日井市地域包括支援センター一覧
名 称
坂
下
高森台・石尾台
藤山台・岩成台
高 蔵 寺
南
城
松
原
東
部
鷹
来
柏
原
中
部
西
部
味美・知多

電話番号
93-1314
88-5829
92-7600
37-0780
51-1840
93-6066
87-5377
89-2391
89-3027
56-9166
32-1117
33-8236

広報担当の取材日記
皆さんが住む地域には悩みの種は様々です。
「運動教室がない」、
「集まれる場所がない」な
ど、趣味を通して人とつながる機会が失われつつあります。その機会を確保するための事業の
一つが「生活支援コーディネーター」です。どのような活動をしているのか取材してきました！

社協は
こんなことを
やってます

生活支援コーディネーターとは？
「高齢者の皆さんと、皆さんを支える仕組みづくりをする人」のことです。
資格要件は特にありませんが、厚生労働省が開催している研修を受講することが望ましいとされ
ています。

私たちはこう関わりました！
！
手軽に継続できる転倒防止運
動のサロンを作りたい！
でもどんな運動がいいのかな？
書類も大変って聞くし・
・
・。
書類で分からないことは相談に乗りま
すよ！
こんな運動をしているサロンもあるの
で見てみますか？
運動の講師も紹介しますよ！

一人暮らしの高齢者が「出かけたい」
そう思える場所を作りたい！
どんなことしよう
集客は大変かな？

地域包括支援センターと相談して歌
声喫茶を提案しました！
集客用のチラシも相談にのりますよ！

高森台サロン
発足

スクエアステップやラジオ体操、セラバンド
を中心とした運動を行っています

まめまめ会
発足

喫茶店ならではのこだわりコーヒーを飲みな
がら明るい雰囲気の中で昔懐かしの歌で盛り
上がります

生活支援コーディネーターの活動は、
「地域の雰囲気に沿ったつな
がりづくり」です。皆さんが地域の力について知りたいときや、サロン
を立ち上げるときに頼りになる存在です。自分が住むまちにどんな力
があるのかぜひ尋ねてみてはいかがでしょうか。
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と
こんなこ ！
やったよ

ボランティアセンターでは
このような事業を行いました！
青少年ボランティアスクール（8月1日〜8月28日）

小学校５年生から高校生までを対象に、ボランティアや市民活動の基本的な知識について学び、
ボランティア体験をするスクールを開催し、21人の参加がありました。緊張や不安もあったけれ
ど、たくさんの笑顔がみられました!
事前学習

活動体験 ※実際にボランティア活動の体験です。

▲はじめに、座学
「ボランティアの心得」

▲配膳やお客さまとの交流
（てとりんハウス） ▲利用者との交流
（春緑苑）

みんなで体験
高齢者福祉施設
「ベティさんの家 神領」
に参加者全員で訪問し、利用者と交流しました。春日丘高校のボランティア部
である
「春日丘高校インターアクトクラブ」
に協力をいただき、準備から振り返りまで一緒に活動していただきました。

▲訪問前に企画の準備

▲体験の振り返りと発表

▲修了証書の授与

オトナのボランティアスクール（9月12日〜10月10日）

大人を対象に、ボランティア活動との出会いの場として、ボランティアについて学び、ボラン
ティア体験をするスクールを開催し、17人の参加がありました。スクールを経て、10人の方が
ボランティアとして活躍されています!
ホームルーム

▲ボランティアの理解を深め
るための講義を行いました。
写真は、
「相手の気持ちを読
み取る力」
を養う、伝言ゲー
ムを行っている様子です。
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傾聴講座

▲ボランティア活動をする上
で、相手のお話を上手に聞く
スキルがあると大変役立ち
ます。そのため座学では、傾
聴について勉強し、今後の
活動に活かすためのロール
プレイを行いました。

課外活動

▲絵本の読み聞かせ体験
（かすがい朗読研究会）

活動報告会

▲最終日は、スクールの中で感
じたことなどを話し合い、ボ
ランティアについて考えまし
た。

は

毎年9月

ボラン☆タイム（ボランティア月間）
ボランティアについて考える・参加する機会として、気軽にちょっとした時
間でできるボランティア体験
「ちょいボラ体験」
を企画しました。

食品の収集活動

公園遊具のペンキ塗り
みんなで楽しくペンキ塗り体験♪普段体験できない
出会い・学びがありました！

原田公園

▼41人の方が活動しました!

八瑞公園

▼48人の方が活動しました!

▲市民の皆さまから、774点の缶詰やレト
ルト食品等が集まりました。
◀ 集まった食 品
は、ボランティア
センター登 録 団
体「フードバンク
かすがい」
に寄附
し 、市 内 の 社 会
福祉施設、NPO
法人、障がい者就労支援事業所、母子生活
支援施設、子ども食堂等で活用されていま
す。

ボランティア活動展

市民の皆さんにボランティア活動をより身近に感じていただくため、福祉
映画会の上映前にボランティア活動展として、ボランティアによる活動紹
介ブースやパネル展示を行いました。

夏にぴったりのフラバンドによるロビーコンサートや、子ども
から大人まで楽しめ、簡単にできるマジック体験、腹話術で
使うパペット作り体験など、
７団体が様々な企画で盛り上げ
てくれました♪♪

災害救援ボランティア
コーディネーター養成講座
災害発生時に被災者の生活復旧のために開設する
災害救援ボランティアセンターにおいて、被災者か
らの支援要請とボランティアとの調整や、地域での
防災・減災活動を行う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行い、21人の方が
修了されました。

災害救援ボランティア体験研修会
災害救援ボランティアセンターの立ち上げ訓練とし
て、災害時に想定されるボランティア活動
（簡易担
架による介助、ロープの結び方、ブルーシートの掛
け方）
をセンターの受付から報告までの一連の中で
体験していただきました。
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社協会員に加入いただき、ありがとうございました。
今年度、51,727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、16,628,500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御協力いただきまし
た区・自治会・町内会の皆様に深く感謝申し上げます。
来年度も温かい御支援をお願い申し上げます。
平成30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】

あいおい障がい児(者)相談支援センター (株)あいおい福祉会
装飾

(株)イケックス工業

(株)ISOWA

きフォーラム オークランド観光開発(株)
春日井モラロジー事務所

(株)ウエダ

(株)環境衛生

電源開発(株)水力発電部中部支店

港ビルディング(株)
産業(株)
学園

(株)不二屋

(有)ミナミクリーニング店

春日井製菓(株)春日井工場

(株)昌和警備保障

愛知トヨタ自動車(株)春日井営業所

(株)市原商店

(株)猪野組

NPO法人ワーカーズかすがい
(株)春日井営業所
日井青年会議所

(株)上田自動車

大和エネ

中津川包装工業(株) なかひがし整形外科皮フ科

名古屋空

丸水設備(株) マルワ工業(株)

名阪急配(株) ユーエルロード(株)

(福)養楽福祉会

(医)愛洋会加藤病院 アイネット介護サービス (福)明知会

NPO法人ワーカーズコープ

春日井電気(株)

(株)加藤建装

亀甲通運(株)

(株)エイエヌオフセット (株)エコール

王春工業(株)

水谷

(福)若草

愛知

(福)かなえ福祉会

(有)沢来

大幸建設工業(株)

太平化学産業(株)春日井工場

玉川エンジニアリング(株)

ケーブルネットワーク(株)

玉川工業(株)

(株)中日金型

動車販売(株)春日井バイパス店
サービス 東海不織布(株)
井工場

長縄防災(株)

(株)長谷川産業
祉の里

ハーデン春日井

富士化学(株)名古屋工場

ンダロジコム(株)

(株)マルヨシ

(公社)春

川北電気工業(株)春日井営業所
(株)コーパスコーポレーション (株)

三洋熱工業(株)

(株)清水屋

(株)ジーエヌエス

大日建設(株)

中央窯業(株)

(有)大一

大日工業(株)

中京パイプ工業(株)

中部システムソリューションズ(株)

(株)ダイカネ

(有)大丸本舗

東春電気工業(株)

長江紙器(株)

(株)永賢組

東洋建設(株)

(学)中部大学渉外部

中谷機工(株)名古屋営業所

松井鉄工(株)

(株)御幸倉庫 ミワ(株)

(福)陽和福祉会 レンゴー(株)新名古屋工場 ロイヤルホーム春日井

(株)八洲

長苗印刷(株)春日

(株)丸菱製作所

ユーミンフード(株)

丸彦渡辺建設(株)名古屋

ユニー(株)アピタ高蔵寺店

災害救援ボランティア
体験研修会の様子▶

地区社会福祉協議会が行う子育て
支援サロンの様子▼
取組については
加入いただき、
社会福祉協議会
ありがとう
ホームページを
ございました。
ご覧ください

▲ちょっとお助けサービス事業の様子
（すだれの取付）

(株)福

(株)ホニック ホ

(株)ワンデックス (有)ワンワールド

皆さまにご協力いただきました会費は、約８割を地
区社会福祉協議会へ助成し、約２割を住民参加の
福祉サービスの提供や、災害救援資材の整備など
の全市的な地域福祉事業に使用させていただきま
す。

名古屋ト

(株)長谷川工務店

PureStyle(株)生き活きハウス春日井

(株)放電精密加工研究所名古屋事務所

(株)松浦組 マツダ化工(株)

名空ハウス工業(株)

(株)東海

(株)名古屋自動車学校春日井校

(株)ニュークリエイト 初海家

平野産業(株)

(株)古田鈑金工芸

中部

中部三菱自

東洋樹脂(株) トーヨーエイテック(株)中部日本工場

(株)ナガケン不動産

(有)光クリーン工業 ヒダ電気(株)

(株)古川電機製作所春日井工場

(株)竹

(有)中部義肢

(株)つかもと (株)ツーリストアイチ (株)ティーイーティー 東海アルミナ磁器工業(株)

前田鐵鋼(株) 昌山自動車ガラス(株)

(株)マルブン

尾張交通

昭和建物管理(株) シルバー医療福祉(株)内津の森

(株)日東 日本エムティ(株) 日本システム・クリエート(株)
(株)萬代

(株)桶庄

近鉄東美タクシー(株)春日井営業所

(株)光徳

(株)ながなわ フィットネス介護ポパイ 名古屋貨物運輸倉庫(株)春日井営業所

ヨペット(株)春日井店 日新電装(株)

(株)一榮食

(有)春日井自動車

(株)セイエー 整膚学園通所サービス柏井町

(株)タムラ 中央物産(株)名古屋支店

(株)東京鋲兼名古屋営業所

(株)ナイスマイカーセンター 中川タクシー(株)

(株)三晃商会

照和化成(株)

太陽建機レンタル(株)春日井支店

中日新聞勝川東部なかしま新聞店

長栄鉄工(株)

兼工業(株)

共立コンピューターサービス(株)

(株)サン春日井

デイサービスセンター (有)スエハン 鈴政商事(株)デイサービス縁むすび

(株)岡田設備

春日井開発(株)

(株)建光社春日井営業所

(株)ジーシーアサヒ (株)ジーシーデンタルプロダクツ (株)島田製作所

技建

梶田建設(株)

金山化成(株)春日井工場

(株)木村屋シオン高蔵寺会館

サガミ 佐藤食品工業(株)

(株)アローエ

(同)エスアールディーケアプラン彩り

(株)大垣共立銀行春日井支店

尾張中央農業協同組合本店

(株)ケイ・エスカンパニィー (株)ケー・ズコーポレーション (福)恵泉会
コントロールシステム社

(株)あ・らいぶ

(株)アバンセライフサポート アバンセ介護センターかちがわ居宅介護支援事業所

内津工業(株)

尾張中央農業協同組合関田支店

(株)カワグチ 河原紙器(株)
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(株)コ

(株)タクマ食品

(株)マルイチ (有)丸十伊藤書店

(株)三幸テック 名鉄バス(株)春日井営業所

(有)アサヒ

NPO法人けや

個人１名

(株)アイセイ化工

支店

旭産業(株)

(株)協和コーポレーション (株)ゴトウスバル

(福)サン・ビジョン ジャペル(株)

(有)東海OAシステム 東洋電機(株)

ム (福)あざみ会 アート梱包運輸(株)名古屋営業所

屋

(一社)春日井建設協会

木野瀬印刷(株)

(株)べステック ベティさんの家高蔵寺

【法人・団体会員】
品

春日井印刷(株)

(福)樹の里

(資)三昇製菓

(株)浅井製材所春日井工場

(株)エスジーカンパニー (株)エスライフ (株)EDUCOM

(福)恩賜財団愛知県同胞援護会

春日井遊技業組合

ムサービス (株)コンテック サンアイ自動車(株)
ルフ(株)

(株)愛和ライト (株)秋吉組

(株)ウカイ設備

会からのお知らせ
春日井市共同募金委員

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
の御協力により、29,568,816円という多くの御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てさせ
ていただきます。

平成30年度共同募金実績報告

〔募金総額〕

29,568,816 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

平成30年度

円 歳末たすけあい募金
21,200,833 円
4,080,900 円
1,567,695 円
784,408 円
155,406 円
502,789 円
668,036 円

寄附者・団体一覧

10月・愛知県小商業協同組合春日井支部
11月・春日井市吟剣詩舞道連合会

御寄附、誠にありがとうございました。
（平成30年12月31日現在、順不同）

12月・春日井市婦人会協議会

様

・中部大学同窓会

様

・春日井市婦人バレーボール協会

608,749 円

28,960,067

様

・春日井市スクエアダンスクラブジャック＆ベティ 様

様

12月・公益社団法人日本詩吟学院練成会

様

・特定非営利活動法人ザ・希望

様

・パナソニックエコシステムズ労働組合

様

様

・匿名３件

・中部電力労働組合名古屋総支部春日井営業所 支部 様

小地域ネットワーク事業 〜地域の見守り事業〜

孤立死や所在不明高齢者の問題など超高齢社会となった今、誰もが住み慣れた地域で安心
して暮らし続けるためには、行政サービスだけではなく、地域住民同士の支え合い活動がま
すます必要とされています。
本市では、地区社会福祉協議会（地区社協）が、地域にお住まいの独り暮らし高齢者や障
がいのある方に対し、定期的な訪問を行う『小地域ネットワーク事業』に取り組んでいま
す。同じ地域住民同士で生活状況や健康状態を気遣い合っています。
例えば雨戸が閉まっている、夜になっても室内に照明がつかない等、
散歩の途中などに普段と違う様子を発見したら地域包括支援センター
などへ連絡します。
地域での見守りは、特別なことではなく、普段の生活の中でできる
活動です。こうした支え合いの輪を拡げ、安心して暮らし続けられる
地域づくりにぜひ参加してください。
※平成31年１月31日現在、６つの地区社協が取り組んでいます。
7

月に春日井
10

31

市で第１号の市民後見人
が誕生し︑平成 年１
月 日現在︑７名が選任︑
５名が活躍中︵２名は終
了︶です︒また平成 年
度には第３期の市民後
見人育成研修を実施し︑
新たな担い手を育成しま
した︒
31

市民後見人、成年後見制度に関するお問い合わせはこちらにお願いします。

春日井市高齢者・障がい者権利擁護センター（福祉サービス推進課内）

TEL 82-9232

成年後見制度とは

認 知 症 や 知 的 障 が い︑
精神障がいなどで判断
能力が十分でない方が︑
自分らしく安心して暮
らせるように本人の権
利や財産を守り︑本人
の意思を尊重した生活
ができるように﹁成年
後見人等﹂を選び︑法
律的に支援するための
制度です︒

担当職員のはなし

市民後見人とお話をす
る中で︑
﹁親戚が１人増え
たようなイメージです︒
﹂
という言葉をお聞きしま
した︒利用者さんに温か
く寄り添うことが市民後
見人のメリットでありウ
リでもありますが︑支援
をする側が無理をすると
長期的な支援は難しくな
ります︒市民後見人の温
かく熱い思いを︑この言
葉から感じました︒

【さいごに】

春日井市市民後見人
ご存知ですか？
市民後見人

春日井市では﹁社会貢
献の意欲と倫理観が高い
市民で︑成年後見制度に
関する研修を修了し︑一
定の知識と態度を身に付
け︑家庭裁判所の選任を
受けて成年後見人等の活
動をする人﹂を市民後見
人と定義しています︒
一般市民の方が︑濃密
な研修を経て︑成年後見
人という利用者さんの人
生に寄り添う︑責任の重
い役割を担っています︒

年

春日井市の現状
平成

28

30

育成研修の様子

！
！

市民も活躍!成年後見制度
訪問時の様子

