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赤い羽根共同募金にご協力をお願いします！
10月1日

月

から12月31日 月 まで

平成24年度 共同募金目標額

36,000,000円

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。

平成23年度

共同募金実績額

地域福祉推進のために
11,449,221円

◇地域福祉のつどい
◇福祉映画会
◇地区社会福祉協議会への支援

34,209,684円の使いみち…

高齢者のために
6,306,000円

◇いきいきサロン事業
◇ふれあいサロン事業
◇小地域ネットワーク事業
◇老人クラブへの支援

障がいのある方のために
3,071,202円

◇おもちゃ図書館事業
◇障がい者団体等への支援

子どもたちのために
4,240,500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

交流事業のために
1,641,761円

◇福祉のつどい
◇合同クリスマス会

全県域の福祉推進のために
共同募金運動推進のために
1,692,000円

◇共同募金運動推進活動

5,809,000円

◇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

募金ありがとうメッセージ
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！

子育て支援サロン『ぴよぴよ』 小野地区社協
小野地区社会福祉協議会では、平成21年4月に子育て支援サロンを
開設し、今年4年目を迎えました。
このサロンは、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。当地区は、JR勝川駅に近く、アパート、マンションが多い新興
住宅地です。他地区、他府県からの転入者の方も多く、一人で悪戦苦
闘しながら一生懸命子育てをしている若いお母さんの姿も、地域の至
る所で見受けられます。
何とか地域で子育ての応援をしたいとの想いで、お母さん同士の交
流、お子さんのお友だちづくりの場として、月1回のサロンを開催し
ています。保育士経験者及び子育てＯＧの皆さまを中心に『地域の子は、みんなの子、地域全体で見守り、
支えよう！ 気軽に来て戴けるような雰囲気作りを大切に！』をモットーに、活動をしています。
皆さまの善意に、深く感謝申し上げます。
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「 古 本バ ザ ール 」

赤い羽根共同 募金

今年も春日井まつり10月20日 土・21日 日 に開催します!!

〜売上金は、左ページのような事業に役立てられます〜

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18日 火 から10月12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

10月2日 火 から10月14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

破損した本・百科事典・雑誌（週刊 月刊）は除きます

大歓迎です。

ご協力ください

ボランティアとして
協力していただける方へ

お待ちしています

〔対 象〕本が好きな方
〔活動期間〕10 月 11 日（木）から 21 日（日）のあいだで
都合のよい日にご協力ください。
（10 月 13 日（土）、14 日（日）を除く）
〔場 所〕総合福祉センター・市役所市民サロン
〔内 容〕本の仕分けやバザール当日のお手伝い 等
〔申し込み〕10 月 10 日（水）までに電話で春日井市共同
募金委員会へ

古本を購入していただける方へ
〔日
〔場

時〕10 月 20 日（土）、21 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20日（土）午前10時から正午までは大変な混雑が予想されます。その間に限
り、時間指定の入場整理券を当日の午前9時30分から市民サロン前で配布し、入
場を制限させていただきます。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。

申し込み・
問い合わせ

春日井市共同募金委員会
TEL 85−4321

浅山町1-2-61（市社会福祉協議会内）

FAX 84−3933 E-mail：kasugai-kyoubo@haru-syafuku.or.jp
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ボランティアセンターからのお知らせ
ボランティアセンターでは、ボランティアに関するさまざまな講座を行っています。
皆さま、お気軽にご参加ください。

第２回ボランティア入門講座
日

時

10月24日
（水）
、30日
（火） 午後1時〜4時
（予定）

内

容

❶講義：ボランティアとは？
❷地域の福祉施設の見学
❸ボランティアコーディネーターによる
ボランティア相談

対象・定員

一般市民

両日とも先着10人

申し込 み

10月３日
（水）
より、下記連絡先にて受付開始

ター養成講座
災害救援ボランティアコーディネー
日

（水）
、21日
（水） 午前10時〜午後4時
時 11月14日
11月27日
（火） 午後1時〜4時

内

容 災害時に災害救援ボランティアセンターで活動する
ボランティアコーディネーターを養成する

対象・定員 全日程参加し、講座受講後に災害救援ボランティア
コーディネーターとして活動できる人

先着20人

（水）
より、下記連絡先にて受付開始
申 し 込 み 10月３日
連絡先

春日井市社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL 85−4321

浅山町1-2-61

FAX 84−3933 E-mail：chiiki-fukushi@haru- syafuku.or.jp

はぐるまの会 が 緑綬褒章を受賞されました！
ボランティアグループはぐるまの会は、昭
和53年に設立され、長年にわたりボラン
ティア活動をされてきました。現在は、高
齢者施設にて絵手紙の指導や手作
りプレゼントの配付、高齢者との
ふれあい活動をしています。
おめでとうございます(^O^)/
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ボランティアセンターでは、
こんな取り組みをしています。
ボランティアセンターでは、ボランティア活動に関する情報提供や啓発、相談、
講 座 などを行っています。

青少年ボランティアスクール
中学生以上の学生を対象に、事前学習、ボランティア活動体験、
活動報告会を行う青少年ボランティアスクールを開催しました。
今年度は26人もの学生が参加し、それぞれの体験先でボランティ
アを行いました！
▲事前学習の様子

参加者の感想

▲おもちゃ図書館はるかぜでの
体験
▲活動報告会の様子

✿私は人 見 知りで１対１で話すことが 苦 手
でしたが、今回たくさんの人と話すことが
でき、自信につなげることができました！
✿今回の経験を生かして将来に役立てたい
です。

ボランティア活動展
８月18日（土）に行われた福祉映画会の際に、ボランティアグルー
プによるボランティア活動展（ボランティア体験コーナー）を開催
しました。子どもから大人までたくさんの方が参加され、大盛況に
終わりました。

はぐるまの会による
絵手紙を書こうコーナー

▼

▼車いすボランティアによる
車いすに乗ろうコーナー

▼ボランティア楓による
プレゼントを作ろうコーナー

▲学生ボランティアによる
使用済み切手を切ろうコーナー

ボランティア登録・保険・講座・研修に関することは…

春日井市社会福祉協議会ボランティアセンター
（浅山町1-2-61

総合福祉センター内）

TEL：85-4321
利用時間

FAX：84-3933

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

ボランティアに関する相談がしたい！という方は…

ボランティア相談

（春見町３

利用時間

ささえ愛センター内）

TEL・FAX：84-3600

火〜金曜日（ささえ愛センターの休館日を除く）
午前９時〜正午、午後１時〜５時
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第20回

総合福祉センターまつりのお知らせ

趣味を通じての仲間づくりや交流の場として活動している登録団体の、日ごろの学習や練習の
成果を発表していただく「総合福祉センターまつり」を今年も開催します。
皆さま、ぜひ、総合福祉センターにお越しください。

【芸能発表会】場所：大ホール

平成24年10月10日(水）午前9時40分〜午後2時40分
平成24年10月11日(木）午前9時20分〜午後4時20分

【作品展示会】場所：ロビー

平成24年10月9日(火）〜10日(水）午前9時〜午後5時
11日(木）午前9時〜午後3時

第32回福祉のつどい
「つなげよう広げよう みんなが主役 福祉の輪」をテーマに今年も福祉の
つどいを開催します。
市内の福祉団体による、パンや手作り品の販売のほか楽しいゲームコーナー
など多彩な催し物があります。
皆さまのご来場をお待ちしております。

と

き

ところ
問い合わせ

平成24年11月10日（土）午前９時30分〜午後３時
春日井市総合福祉センター 春日井市福祉文化体育館
福祉のつどい実行委員会 TEL 84-1011

第32回福祉のつどい そば打ち体験参加者募集
と

き

平成24年11月10日（土）
❶午前10時〜 ❷午前11時〜 ❸午後1時〜 ❹午後2時〜

ところ

春日井市総合福祉センター

募集組数

各時間５グループ

参加費

1グループ200円

申込方法

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。

❶代表者氏名 ❷住所 ❸電話番号 ❹グループの人数
❺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。
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申込期限

平成24年10月26日（金）必着

その他

打ったそば（1グループおよそ5人前）はお持ち帰りいただけます。

申し込み
問い合わせ

春日井市社会福祉協議会 地域福祉課 〒486-0857 浅山町1-2-61
TEL 85-4321
FAX 84-3933

総合福祉センター外壁改修工事等に
伴うお知らせ
❶貸室等の利用休止について
総合福祉センターの外壁改修及び大ホールの耐震工

事に伴い、次のとおり貸室等の利用を休止します。
なお、利用可能な場所においても騒音や振動が予想
されますので、ご承知おきくださるとともに、ご理
解とご協力をお願いいたします。

１

期

間

平成24年11月13日（火）から
平成25年１月31日（木）まで
※大ホールは平成25年３月31日（日）まで

２

問い合わせ

春日井市総合福祉センター

TEL 84-3611

受付時間：火曜日から日曜日まで

利用の可否
場
所
大ホール
小ホール
第一集会室
第二集会室
第三集会室
和室
研修室
図書室
機能回復訓練室
医務室
遊戯室兼体育ホール
浴室
ロビー
娯楽室
児童センター（別館）

午前８時30分から午後５時15分まで

利用可否
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
○
×
○
○
○

※変更が生じる場合がありますので、
ご承知おきください。

❷おもちゃ図書館はるかぜ「あそぼう会」開催場所の変更について
日

時

場

所

11月24日（土）午後１時30分〜３時
12月 ８ 日（土）午後１時30分〜３時

春日井市福祉文化体育館
音楽室 （浅山町1-2-61）

１ 月26日（土）午後１時30分〜３時
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました。 （平成24年5月〜7月）
●公益社団法人 日本詩吟学院愛知練成会本部

●愛知県小商業協同組合

●逵歌謡協会

●飯田

●医療法人社団喜峰会 東海記念病院

●匿名１件

正義
（敬称略）
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介護予防活動支援事業
6月から市内8会場で始まりました「介護予防活
動支援事業」では、介護予防につながる体操
（エアロビやいきいき体操など）や絵手紙など
の創作活動、楽しくおしゃべりする茶話会など
を行っており、どれも大変好評をいただいてお
ります。また、それぞれの地区では協力員が活
躍されており、職員と一緒に楽しい時間を作っ
ております。

好評開催中です！
自分一人ではできない運動も、
皆さんと一緒なら楽しく続け
られるね。

運動だけではなく、作品作りをし
たり、レクリエーションで盛り上
がったり、おしゃべりの時間も
あって楽しいよ。

協力員として、高齢者の方の生きがいづくりを行い、
笑顔を見せてもらうのは本当にうれしいですね。

にこにこヘルプサービスに参加しませんか？
高齢になれば、日常生活で不自由を抱えるこ
とがあります。「介護ヘルパーは必要ないけど、

！
中！

集
登録ヘルパー募

家事を少し助けてもらえたら…」という声に応
えるのが、住民参加型福祉サービスであるにこ
にこヘルプサービスです。この事業の活動者の
にこにこヘルパーには、ご自分の自由になる時
間を登録し、サービスの依頼がある場合に家事
支援の活動をしていただきます。ヘルパー等の
資格は必要ありません。あなたの福祉に対する
熱意があれば結構です。ぜひ、ご参加ください。

す

お待ちしていま

にこにこヘルパーの声：困ったときはお
互いさま。自分も将来は助けてもらうか
もしれないので、今できることをしよう
と思って参加しています。

⑴ 報 酬

活動時間 ×＠900 円＋交通費 180 円。福祉活動であり、仕事ではありません。

⑶ 時 間

週１〜２回の活動で、
１回あたり１〜２時間です。

活動に
⑵ 内 容 買い物、調理、洗濯、掃除などの家事援助限定。介護は行いません。
ついて

問い合わせ
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春日井市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL 85−4321

