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黒田―春日井市社会福祉協議会
（以下「市社協」）は、昨年10月、社
会福祉法人設立40周年を迎える
ことができました。本日は、市社
協と関係の深い方々にお集まり
いただき、40年の振り返りと、今
後の市社協への期待についてお
話を伺いたいと思います。

龍嗣
会長

春日井市社会福祉協議会

黒田

委員児童委員をしております。
私達の地域では、民生委員児童
委員と地区社会福祉協議会が
一緒に活動しており、切っても
切れない関係です。地区社会福
祉協議会と共に活動すること
で、自分達の民生委員児童委員
の活動も充実していきます。
昔、民生委員児童委員が、福祉
のつどいの部会に入って赤ず
きんちゃんの劇をしたり、茶碗
や本などを集めて販売したり
していたことが印象に残って
います。以前は、民生委員児童
委員は表立ってその存在をPR
していませんでしたが、地区社
会福祉協議会と活動すること
で、地域に民生委員児童委員が
いることを知ってもらえて、黒
子としてではなく、一歩先に出
た民生委員児童委員となりま
黒田―ボランティア連絡協議会 した。第二希望の家では、児童
には、様々な事業やイベントで、 発達支援事業の職員との懇談
市社協と一緒になって活動いた 会を実施しています。また、民
だいております。ありがとうご 生委員児童委員、地区社会福祉
協議会、ボランティア、町内会
ざいます。
長、市社協職員とでちいき会議
安井―私は、昭和61年から民生 を 開 催 し て い ま す 。会 議 で は

れる方がいました。私は、逆にボ
ランティア連絡協議会が支えら
れていたのではないか、と思い
ます。私が、市社協と初めて接点
を持ったのは、平成18年に災害
ボランティアコーディネーター
連絡会を立ち上げたときでし
た 。平 成 1 5 年 か ら 災 害 ボ ラ ン
ティアコーディネーターの構想
があり、そこで組織化するにあ
たり、市社協に手助けしてもら
いました。これから市社協と両輪
になれるよう努力していきます。

一明
会長
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春日井市ボランティア
連絡協議会

後藤

後藤―ボランティア連絡協議会
は、昭和56年に設立しました。私
がボランティア連絡協議会に携
わったのは、平成27年からでし
た。ゼロからのスタートで何も
わからない中、市社協に活動の
進め方などを教えていただきま
した。色々な方に話を聞くと、ボ
ランティア連絡協議会と市社協
は、両輪の輪である、と言われる
方と、ボランティア連絡協議会
は市社協を下支えする、と言わ

“目指せお知り合い”をテーマ
に、障がいのある子ども達の災
害時の対応を話し合い、希望の
家を福祉避難所にできないか、
との意見があり、春日井市へ進
言した結果、平成28年に福祉避
難所に指定されました。

史子
会長

春日井市民生委員
児童委員協議会

安井

黒田―民生委員児童委員は地域
福祉の最前線で活躍されてお
り、敬意を表します。

德夫
会長

春日井市老人クラブ連合会

髙塚

三浦―東高森台地区社会福祉協
議会の福祉委員は、町内会や自
治会から選出された人ではな
く、個人の民生委員児童委員や
ボランティアの有志で構成され
ています。地域で、ちょっと参加
してみようかなと思える企画や
高齢者が地域で集まれる場所が
必要だなと思い、三世代交流事
業やミニデイサービスを始めま
した。私が地区社会福祉協議会
の会長になったときに、市社協
から「その地域で出来ることを
やればいいんですよ。」とアドバ
イスをもらいましたので、私が
住んでいる地域でしかやれない
ことをやっていこうと思い、今
まで続けることができました。

祉協議会の力は大いに期待され
ています。市社協と地区社会福
祉協議会とが共に力を合わせて
地域福祉活動に取り組んでいき
たいと思います。
髙塚―老人クラブ連合会は、会
員数が減少傾向にありますが、
地域に密着し、親しまれる老人
クラブにしたいと思い、健康、友
愛、奉仕の３つを柱に活動して
います。地域交流、健康推進を目
的に地区社会福祉協議会と、カ
ローリングやグラウンドゴル
フ、三世代交流事業を実施して
います。
市社協とは、
福祉の里で、
老人クラブ連合会と花やゴーヤ
を植える「花いっぱい運動」を実
施したことが印象深いですね。

幸栄
会長

東高森台地区社会福祉協議会

三浦

安井―地域で日常生活に心配の
ある方に対して、老人クラブ連
合会の方から、
「 何かあったら
言ってね。」と声をかけていた
だいています。実際に「様子が
おかしい。」と電話をいただい
て一緒に訪問し、安否を確認す
ることがありました。高齢者が
いる地域では、たくさんの目が
必要だと思います。私達、民生
委員児童委員からすると、とて
も頼りがいのある老人クラブ
連合会です。

黒田―最後に、市社協に対して
期待することをお聞きしたいと
思います。
後藤―市社協は「市民参加によ
る福祉のまちづくり」をスロー
ガンに掲げる民間組織なので、
その利点を活かし、困っている
人の声を聴き、そこへ投資する
ようなことを期待したいです。
三浦―住民の立場に立って、地
区社会福祉協議会を応援してい
ただきたいです。また、若い方を
対象とした事業などを実施し
て、市社協への認識や理解が深
まればとよいと思います。
髙塚―地域に親しまれる市社協
になってください。高齢者や障
がい者で閉じこもりがちになっ
ている方が、外に出られるよう
な事業や企画を期待していま
す。
安井―市社協と民生委員児童委
員協議会は、独立しているけれ
ども繋がっています。これから
も一緒に春日井市の地域福祉を
盛り上げていきましょう。
黒 田 ― ありがとうございまし
た。皆様から頂いた貴重な御言
葉をしっかりと胸にきざみ、市
社協としての役割を果たしてい
きたいと思います。今後も一層
の協力をよろしくお願いいたし
ます。本日は誠にありがとうご
ざいました。

黒田―色々と御苦労があったか
と思います。今年度は、春日井市
の地域福祉計画と、社会福祉協
議会の地域福祉活動計画が一体
となった、春日井市地域共生プ
ランを策定します。この地域共
生プランにおいて、地区社会福
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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。
令和２年１月31日現在、50,489件の世帯、事業所の皆様に当会の会員になっていただき、
16,288,430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。

令和元年度特別会員、法人・団体会員の皆様

※順不同・敬称省略

【特別会員】

あいおい障がい者(児)相談支援センター (株)あいおい福祉会 (株)愛和ライト (株)秋吉組 (株)浅井製材所春日井工場 旭産業(株) (株)アサヒ
装飾

(株)イケックス工業

(株)ISOWA

(株)ウエダ

(株)ウカイ設備

(株)エスジーカンパニー

(株)エスライフ オークランド観光開発(株)

(株)桶庄 (福)恩賜財団愛知県同胞援護会 春日井印刷(株) (一社)春日井建設協会 春日井製菓(株)春日井工場 春日井モラロジー事務所 春日井
遊技業組合 (株)環境衛生 (福)樹の里 木野瀬印刷(株) (株)協和コーポレーション NPO法人けやきフォーラム (株)コムサービス (株)ゴトウ
スバル (株)コンテック サンアイ自動車(株) (資)三昇製菓 (福)サン・ビジョン ジャペル(株) (株)昌和警備保障 (医)晴和会 大幸建設工業(株)
(株)大塗

(株)タクマ食品

外科皮フ科
高蔵寺

電源開発(株)水力発電部中部支店

中津川包装工業(株)

(株)マルイチ

ユーエルロード(株)

(有)東海OAシステム (株)トーホー中部事業所

名古屋空港ビルディング(株)

(有)丸十伊藤書店

(福)養楽福祉会

丸水設備(株)

フェアリ歯科フェアリの教室

水谷産業(株)

名成化学工業(株)

(株)不二屋

名鉄バス(株)春日井営業所

(株)アイセイ化工

(株)モア・フーズ

(福)若草学園

【法人・団体会員】
センター(株)

東洋電機(株) なかひがし整形
(株)べステック ベティさんの家

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 アイメン(株)

(株)あざみ会 アート梱包運輸(株)名古屋営業所

(医)愛洋会加藤病院

(福)明知会 アーク引越

(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

(株)アライブかすがいリハビリパーク (株)あ・らいぶ (株)荒川商事 (株)アローエム (株)一榮食品 (株)市原商店 (株)猪野組 (株)上田自動車
内津工業(株)

(有)馬見鈑金工業

(株)大垣共立銀行春日井支店

(株)エイエヌオフセット (株)エコール

(株)岡田設備

(同)エスアールディーケアプラン彩り エーワン(株)

(株)趣樹デイサービス浪漫

王春工業(株)

(株)オリエント・サービス 尾張交通(株)春日井営業所

尾張中央農業

協同組合関田支店 尾張中央農業協同組合本店 (公社)春日井青年会議所 春日井開発(株) (有)春日井自動車 春日井電気(株) 梶田建設(株)
(株)加藤建装

(福)かなえ福祉会

金山化成(株)春日井工場

通運(株) キューピータマゴ(株)尾張工場

ン KTCスマイルケア(株)デイサービスはなのき高蔵寺
ステム社 サがミレストランツ(株)サがミ味美支店
毛糸紡績(株)春日井工場

(株)三晃商会

(株)
肢

大日工業(株)

(株)ジーエヌエス愛知

照和化成(株)

昭和建物管理(株)

中部ケーブルネットワーク(株)

竹内紙器工業(株)春日井工業

(株)光徳

亀甲

(株)ケー・ズコーポレーショ

(株)コーパスコーポレーション (株)コントロールシ

佐藤食品工業(株)

(有)沢来

(株)サン春日井

三幸

(株)ジーシーアサヒ (株)清水屋 シルバー医療福祉(株)内津
(有)スエハン (株)スギヤマきらりデイサービス

太平化学産業(株)春日井工場

(株)竹屋

中部システムソリューションズ(株)

(株)カワグチ 河原紙器(株)

(株)ケイ・エスカンパニィー (福)恵泉会

(株)建光社春日井営業所

(株)セイエー セブンイレブン春日井朝宮町店

(有)大丸本舗

川北電気工業(株)春日井営業所

(株)さくらんぼデイサービスさくらんぼ

三洋熱工業(株)

の森デイサービスセンター (株)島田製作所
デイサービス縁むすび

兼工業(株)

共立コンピューターサービス(株)

中央窯業(株)

(有)大一

中京パイプ工業(株)

(学)中部大学学園広報部

鈴政商事(株)

(株)ダイカネ技建
(株)中日金型

大日建設
(有)中部義

中部三菱自動車販売(株)春日井バイパス店

長栄鉄工(株) (株)つかもと (株)ツーリストアイチ (株)ティーイーティー NPO法人てとりんデイサービスてとりん村 東海アルミナ磁器工業(株)
(株)東海サービス 東海不織布(株) 東海不動産販売(有) (株)東京鋲兼名古屋営業所 東春電気工業(株) トーヨーエイテック(株)中部日本工場
東洋建設(株)

東洋樹脂(株)

(株)ナイスマイカーセンター 中川タクシー(株)

中谷機工(株)名古屋営業所

工場 長縄防災(株) 名古屋貨物運輸倉庫(株)春日井営業所 (株)名古屋自動車学校春日井校

長江紙器(株)

長苗印刷(株)春日井

名古屋トヨペット(株)春日井店 (有)西澤新聞店

日新電装(株) (株)日東 日本エムティ(株) 日本システム・クリエート(株) (株)ニュークリエイト 丹羽商(株) (株)長谷川工務店
(株)速水運輸

(有)光クリーン工業 ヒダ電気(株)

平野産業(株)

NPO法人ピア・ハウス春日井

(株)長谷川産業

(株)福祉の里 福山通運(株)春日井支店 フジ

モリプラケミカル(株) (株)古川電機製作所春日井工場 (株)古田鈑金工芸 (株)放電精密加工研究所名古屋事業所 ポトス (株)ホニック ホンダ
ロジコム(株)

前田鐵鋼(株)

昌山自動車ガラス(有)

ブン (株)マルヨシ マルワ工業(株)

松井鉄工(株) マツダ化工(株)

(有)ミナミクリーニング

(株)アピタ高蔵寺店

ユーミンフード(株)

ワーカーズかすがい

(株)ワンデックス (有)ワンワールド

(株)マルト水谷

(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

丸彦渡辺建設(株)名古屋支店

名空ハウス工業(株)

名東産業(株)

ロイヤルホーム春日井

若狭建工業(株)

◆ 災害救援ボランティア体験研修会
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◆ 地区社会福祉協議会が行う子育て支援サロン

◆ ちょっとお助けサービス事業

NPO法人

加入いただき︑
ありがとう
ございました︒

皆様に御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、全市的な地域福祉事業に使用さ
せていただきます。

(株)マル

(株)八洲 ユニー

春日井市共同募金委員会からのお知らせ

共同募金への御協力ありがとうございました
市民の皆様や各企業様、関係機関・団体の皆様の御協力により、多額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
の支援や市社会福祉協議会が行うボランティア活動の振興、民間の社会福祉施設等の事業、災害等準備
などに活用させていただきます。

◆ 令和元年度共同募金実績報告

〔募金総額〕 28,623,012 円
一般募金

28,070,970 円

歳末たすけあい募金

（一般募金の内訳） 戸別募金

20,412,011 円

法人募金

3,944,400 円

学校募金

1,435,729 円

職域募金

810,044 円

街頭募金

148,348 円

興行募金

517,645 円

その他の募金

802,793 円

552,042 円

ふれあいカウンセリング相談の御案内
ふれあいカウンセリング相談

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受け付けています。
相談は無料です。お気軽にお電話ください。

〈日
時〉毎週金曜日 午前10時から午後３時まで
〈電
話〉総合福祉センター （0568）84-4611
〈実施団体〉心の相談センター

福祉電話事業の御案内
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 （0568）
84-4199
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今年度も日本各地で多くの災害が起こり、甚大な被害が発生しました。
春日井市でも災害発生時には、被災者の生活復旧のために災害救援ボランティアセンターが開設されます。
今回は、12月14日
（土）
に行いました
「災害救援ボランティア体験研修会」
の実施状況とともに、災害救援ボランティア
センターをご紹介します！
マグニチュード９、震度６弱の大地震の
発生を想定して、研修会を行いました！
どんなお困りごとが
ありますか？
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地震や水害などの災害が起きた場合に、市が災害対
策本部を設置するとともに、社会福祉協議会は協定に
基づき、災害救援ボランティアセンターを設置します。

ボランティアの流れ・
・
・

事前オリエンテーションで一日の流れや
注意事項を聞いたのち、ボランティアの
受付・保険の加入等を行います。

災害救援ボランティアセンターでは、市民からのニーズの受付、活動資機
材の確保、市内の被害状況の確認、市や他機関との調整等を行います。

どなたかリーダーに
なっていただけませんか？

▼ ＮＰＯ災害ボランティア愛・知・人の指導のもと、
ブルーシートの掛け方を体験しました。
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受付したニーズの中から希望する活動
を選択し、グループを編成します。その
後、資機材の受取り、活動先までの経路
の確認等を行い、活動先へ出発します。

▲ 段ボールや防水シートで簡易瓦を
作成しました。

ボランティア保険に加入しよう！
災害救援ボランティアを行う際は、春日井市社会福
祉協議会でボランティア保険に加入してから現地に
行くことができます。詳しくは、愛知県社会福祉協議
会ホームページをご覧ください。
資機材を返却し、活動の報告をして活動は
終了です。
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愛知県社会福祉協議会 ボランティア保険

問い合わせ
地域活動支援課
☎ 85-4321

さん

募集中

にこにこヘルプサービスとは?
日常生活をおくるにあたって、家事支援が必要な方
を支える有償活動です。
利用対象者は、一時的な支援を必要とする次の方です。
・虚弱な６５歳以上の世帯
・出産前後のお母さん
・けがや病気で家事の支援が必要な方

活動条件

ヘルパー資格の有無、年齢は問いません。
どなたでも大歓迎です！！

活動時間

月曜日から金曜日の9時から17時までのうち、利用した
い方との相談によって決定します。
1回の調整で1時間から1時間30分までです。

活動報酬

1時間あたり600円

活動内容

買物や洗濯、掃除、調理の支援、散歩や買物の同行、話
し相手、徒歩での保育園の送り迎え、草取り、窓ふきな
どのうち、得意な作業で支援をしていただきます。

キャリアアップ
にこにこヘルパーで３か月の活動をすると、
希望により介護保険の訪問型緩和基準サー
ビス（家事支援のみ）のヘルパーとして活
躍することもできます。
（時給930円 交通費240円）

問い合わせ
福祉サービス推進課

社 会 福祉 協 議 会
臨 時 職員登 録 者

☎ 84-7219

募 集中

春日井市社会福祉協議会では、様々な分野で、60歳代までの幅広い年代の方が活躍しています！
まずは、履歴書と資格を証明するもの（資格をお持ちの場合）を持参のうえ、登録してください。
あなたの希望する勤務条件に合う臨時職員が必要となった場合に連絡いたします。
＜現在募集中の職種＞
【子どもの家】
放課後児童支援員（有資格者）：時給950円〜1,280円＋通勤手当（1日4~7時間、日曜祝日を除く週2~5日勤務）
放課後児童支援員（資格不問）：時給950円＋通勤手当（1日4~7時間、勤務日は相談に応じます。）
【希望の家】
生活支援員（資格不問）：時給1,030円＋通勤手当（1日7.5時間、土、日、祝日を除く週５日勤務）
【福祉サービス推進課】
社会福祉士（日常生活自立支援事業専門員）：時給1,310円＋通勤手当
（1日7.5時間、土、日、祝日を除く週5日勤務）

問い合わせ
総務管理課

☎ 84-1011

社会福祉協議会への御寄附ありがとうございました。
（令和元年９月〜令和２年１月）
●三菱電機エンジニアリング株式会社 ●江藤 清光 ●愛知県小商業協同組合春日井支部
連合会

●公益社団法人日本詩吟学院練成会本部

●パナソニックエコシステムズ労働組合
ベティ ●特定非営利活動法人ザ・希望

●春日井市吟剣詩舞道

●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
●中部大学同窓会

●春日井市スクエアダンスクラブジャック＆

●春日井市婦人バレーボール協会

●匿名４件

（順不同・敬称略）
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現在、市内の 40 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。今回は３つのサロン
を紹介します。
高森台地区
社会福祉協議会

㛒㛑 ǈ ̓

代表者の声
今年で２年目となります10
（じゅう）
の会は、
高齢者の憩
いの場作りとして、
ＵＲ都市機構や各機関の協力を得て実
施することができました。
認知症予防のコグニラダー体操
を主として行い、おいしいコーヒーとおやつで楽しいお
しゃべりタイムとなります。
今年からは将棋、
囲碁コーナーも設けました。
ぷらーっと
来て、
出入り自由な憩いの場として毎回季節のお花でお迎
えしております。
日
場

時：毎月10日 10：00〜12：00
所：高森台団地集会所

篠木・穴橋地区
社会福祉協議会
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代表者の声
茶話会や折り紙を通じ、地域の皆さんが交流できる場と
して今年度４月からスタートしました。参加者の方と楽
しみながら指を動かし、元気に活動しています！どなた
でもお待ちしております！気軽にご参加下さい！
日
場

時：毎月第１土曜日 14：00〜16：00
所：篠木７丁目南部集会所
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代表者の声
音楽療法士の松本朋子先生をお招きし、懐かしい歌に親
しみながら元気を取り戻すためのサロンとして、今年度
４月からスタートしました。参加者も多く、大盛況です。
地域の方と交流して楽しい時間を過ごしてもらえたら
いいなと思っています。一度のぞいてみませんか？皆さ
んの参加をお待ちしております！
日
場

時：毎月第２・４土曜日 14：00〜16：00
所：篠木四ツ谷集会所

地区社協の高齢者等サロン事業に参加したい！
という方は、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ
地域活動支援課

☎

85-4321

