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春日井市社会福祉協議会

No.154（令和2年10月1日）
https://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

☎ 85-4321

お 知 ら せ
第40回福祉のつどいは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止します。その代替として できる
ことからはじめよう をテーマに「ボランバザール」を開催します。
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〜できることからはじめよう〜

ボランティア活動とバザール（市場）を一体とし、「ボランバザール」を開催します。ボラン
ティアについて考え、誰にでもできるボランティア活動の機会として
「ボランティア活動展」
など
新しい企画を用意しました。
「いつでも、
どこでも、
だれにでも」
を合言葉に、
ボランティア活動にふれてみませんか？
コロナ禍で様々な活動が自粛されているこのような時だからこそ、じっくりとボランティアに
ついて考える時間を持ちませんか？

日 時：令和２年 11 月 7 日（土） 午前 10 時から午後 3 時まで
場 所：総合福祉センター・福祉文化体育館

ボランティア活動展

社協ボランティアセンターに
登録しているボランティアグ
ループの活動を紹介します。

日
場

古本バザール

古本を販売し、売上金を赤い
羽 根 共 同 募 金 の 寄 附 金とし、
地域福祉の向上に役立てます。

福祉のつどい回顧展

当事者団体やボランティアが
中心となって開催してきた福
祉のつどいを振り返ります。

時：令和２年 11 月 8 日（日） 午前 10 時から午後 3 時まで
所：福祉文化体育館
古 本 バ ザ ー ル ※古本バザールについては、4面もご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次のとおりご協力をお願いします。
◎マスクの着用を必須とし、入口で検温させていただきます。
◎来場者には、名前、連絡先の記入をお願いします。
問い合わせ 地域支援課

☎ 85-4321

イベントの中止について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開
催を予定しておりました右記の事業は、すべて中止
させていただくことといたしました。出演者様や参
加予定の皆様には、楽しみにしていた
だいたところ、誠に申し訳ございませ
ん。事業が再開された際には、皆様の
ご参加をお待ちしております。
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歌声アトリウム
（福祉の里）
福祉のつどい
（地域支援課）
ハッピーコンサート
（福祉の里）
クリスマスコンサート
（福祉の里）
里 de ランチ！
（福祉の里）
演芸フェスタ
（福祉の里）
ハッピーコンサート
（福祉の里）
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令和2年度目標額 30,000,000円

一般募金

29,400,000円

歳末助け合い募金

600,000円

※共同募金は、民間福祉ニーズに合わせて行う計画募金です。戸別募金は1世帯500円を目安としています。

赤い羽根共同募金は、戦後復興の一助として国民一人ひとりの参加による民間福祉の再整備、生活困窮者へ
の経済支援をする活動として昭和22年に始まりました。そして、新型コロナウイルス感染拡大の渦中にある今
年、私たちの生活は様々な制約を受け、経済的困窮を始めとした大きなストレスに直面しています。今こそ、皆で
助け合い、励まし合い、
この現状を克服しなければなりません。互いに暮らしを支えあう活動である
『赤い羽根共
同募金』の役割は、
ますます大きなものとなっています。
令和２年度の共同募金運動は、3か月延長して10
月から3月までとします。新たに加わった1月から３月
は、募金の使途目的を限定して行う
「テーマ型募金」
「 災害救援ボラン
を行います。今回のテーマは、
です。
ティア支援のために」
令和2年7月豪雨により甚大な被害が発生しまし
た。被災地の復旧作業は新型コロナウイルスの感染
拡大を防ぐため、他府県からのボランティアではな
く、地元のボランティアが中心となっています。
当市におきましても、災害を想定し、
さまざまな準
備を進めなくてはなりません。皆様のご協力を心よ
災害ボランティア体験研修会
りお待ちしております。

〜 ありがとうメッセージ 〜
高齢者等の生きがいづくりと孤立感解消を目的に“ふ
れあいサロン”事業を毎月行っています。体力、気力を維
持、そして何よりも参加して、おしゃべりすることが老化抑
制に大切です。午前はハンドベル演奏にあわせた合唱、
テ
レビ体操、脳トレ体操があり、午後のレクリエーションタイ
ムは、ゲーム、
クラフトづくり、津軽三味線・琵琶演奏の鑑
賞、マジックショー、人間雛などがあり、いつも大笑いをし
ながら楽しい時間を過ごしています。
三世代交流事業は、
クリスマス会の他、遠くなった昭和
の時代“昭和の語り部と昭和の遊び”を高齢者が工夫して
実施しています。文化祭に併せて、
ご家庭から提供された
物品のバザーも行っており、不用品活用になっています。
これらの事業は、赤い羽根共同募金からの助成金が財源となっています。皆様の善意に深く感謝申し上げると共
に、令和2年度も赤い羽根共同募金にご協力をいただきますようお願いいたします。

桃花園地区社会福祉協議会会長
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共同募金大口(6,000円以上)ご協力の皆様
多額のご寄附ありがとうございました。

令和元年度

〈敬称略〉

一般募金
【5万円以上】
ジャペル(株)

(株)玉越

東洋電機(株)

【3万円以上5万円未満】

春日井市民生委員児童委員協議会

(一社)春日井建設協会 カワイプレイティング(株) (株)TISM
中津川包装工業(株) パナソニックデバイスSUNX(株)

春日井市課長親睦会

東海モールド(株)

東海理化販売(株)

【2万円以上3万円未満】

(医)愛洋会 加藤クリニック 王子製紙（株）春日井工場 オークランド観光開発(株) 春日井運輸(株)
春日井トラック事業協同組合 春日井燃料(株) CKD(株) JA尾張中央春日井中央支店 (医)社団喜峰会 東海記念病院
(株)竹屋 (医)徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 (医)とやま歯科 （株）ナルネットコミュニケーションズ 丸水設備(株)
春日井市幹部会親睦会

【1万円以上2万円未満】

(株)アイチ調温 愛知電機(株) (株)アイチビジネスフォーム 愛和基礎工業(株) (株)愛和ライト （福）明知会
アサヒビルド(株) (株)アトマス (株)あみやき亭 (株)アローエム 石玉石材
（株） 伊原電子工業(株)
イワクラゴールデンホーム春日井営業所 (株)ウエダ 内津工業(株) 王子物流(株) 王春工業(株)
(株)オガワスプリング (株)春日 春日井開発(株) 春日井市管工事業協同組合 春日井製菓(株)春日井工場
春日井遊技業組合 加藤木材工業（株） (株)亀田工機 川畑工業(株)春日井工場 (株)川辺商店 (株)管栄工事
(株)岸田 亀甲通運(株) 木野瀬印刷(株) (株)木村組 グリンホーム(株) (有)小松測量設計事務所
(医)小山クリニック (株)コンテック (株)サトウパイプ (株)産工社 (医)三仁会 あさひ病院 山和電機(株)
(株)ジーシーデンタルプロダクツ (医)芍薬会 灰本クリニック (医)修医会 のじり内科クリニック
(株)積水化成品中部 ダイコク電機(株) 大日工業(株) 太平化学産業(株)春日井工場 大和エネルフ（株） 竹内医院
田島クリニック 知多鋼業(株) 中東産業(株) (株)中部パンチング工芸 長栄鉄工(株) TSUCHIYA(株)
(株)テトラ 東海化学(株) 東海中央クリニック (医)同仁会 鳥居クリニックパーム春日井 長江紙器(株)
なかじま皮フ科クリニック 名古屋トヨペット(株)春日井営業所 ニイミ産業(株) (株)西原良工業所
ニューロイヤル 富士化学(株)名古屋工場 富士シリシア化学(株) (株)不動産センター春日井 プラスクリーン(株)
(株)古川電機製作所 古田紙工(株) (株)朋優 (株)HOWA ホンダロジコム(株) 前田鉄鋼(株) (株)松本工業所
(株)マルイチ 丸彦渡辺建設(株)名古屋支店 (株)マルブン (株)三ツ知 (学)三ツ星学園 三ツ星幼稚園
(株)みなもと工業 (株)森川サービス 森永眼科クリニック 矢留工業(株) 山内クリニック 山﨑眼科 (株)山忠観光
ユーエルロード(株) (株)ユーワ あおぞら保育園 (有)ヨシナガ建築 吉永動物病院 ヨシノ工業(株)
(株)RandTカンパニーベティさんの家高蔵寺 (株)RandＴカンパニーベティさんの家神領 (株)和功工芸

【6千円以上1万円未満】

愛知日産自動車(株) (株)アイテツエファー (株)愛洋産業春日井事業所 (株)明知組 池田建築(株) 石原石材(株)
(株)ISOWA エーワン(株) エヌ・ディ・シー(株) 小川興業(株) オグリ建築デザイン(有) (株)CAR GO春日井店
(有)かしわばらメディカル 春日井市工業団地協同組合 （資）柄元金物店 (株)共栄堂 (医)恵洲会 田代クリニック
寿工業(株) サボテン薬局 三幸毛糸紡績(株) (株)サンコーエンヂニア 新徳寺 瀬戸信用金庫春日井支店
(株)大興技建 太平陸運(株) 中部ケーブルネットワーク(株) 東洋インキ(株) 東洋ドライルーブ(株)
トヨタホーム(株)春日井事業所 日本クインライト(株)春日井工場 (株)富士商行 (株)マルシン物流 (株)丸菱製作所
三豊機工(株) ミノキン(株) (有)矢田川工作所 (株)ワナミテック

歳末たすけあい 募 金
NPO法人春日井明るい社会づくりの会

春日井市母子寡婦福祉会

※その他、戸別募金で区・町内会・自治会の皆様、学校募金で市内保育園、
幼稚園、こども園、小・中学校、高等学校の皆様、職域募金等で各団体
の職員・社員の方々から多くの募金をいただいております。

社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました。

（令和２年6月〜令和２年８月）

●特定非営利活動法人 春日井明るい社会づくりの会 ●ユニー株式会社ピアゴ篠木店
●ユニー株式会社アピタ高蔵寺店 ●一般財団法人 住友理工あったか基金 ●シーキューブ株式会社
●匿名2件 （順不同・敬称略）
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11月７日
（土）・８日
（日）
に

古本バザール開催!!
〜 売上金全額が共同募金への寄附となります 〜
古本の受付場所について
※下記の受付場所に、午前8時30分から午後5時までにお持ちください。
ただし、①〜③の金融機関は各店舗の営業時間となります。

10月30日
（金）
まで

※土日を除きます。

11月 1日
（日）
まで

※月曜日を除きます。

第一希望の家、第二希望の家、子どもの家（牛山・西部・玉川を除く）、福祉作業所、
①市内の郵便局（簡易郵便局を除く）、②市内の東春信用金庫各支店、③東海労働金庫春日井支店
総合福祉センター、福祉文化体育館、福祉の里レインボープラザ、介護サービスセンター

古本販売について
日 時 11月７日
（土）、
８日
（日） 午前10時から午後３時まで
場

所 福祉文化体育館
（総合福祉センター敷地内）

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次のとおりご協力をお願いします。
①両日とも午前９時30分から会場入口にて整理券を配布し、入場者数を制限します。
②マイバッグ・マイスリッパを必ずご持参ください。
③マスク着用を必須とし、入口で検温させていただきます。
④来場者には、名前、連絡先の記入をお願いします。

ボ ラ ン ティア 募 集 中
ẔˁЎẬἮἻὅἘỵỴẕ
活動日時 10月20日(火)から30日(金)、11月４日(水)から６日(金)
の午前９時から午後４時までの間
Ẕᝤ٥ἮἻὅἘỵỴẕ
活動日時 11月７日
（土）、
８日
（日）の午前10時から午後３時までの間
場
所 両ボランティアともに福祉文化体育館
（総合福祉センター敷地内）
申込期間 10月16日(金)までに春日井市共同募金委員会
（☎84-4199）
へお電話ください。
★ご都合のよい日時をお申込みください★ （例）
10月20日
（火）
の午前９時から正午など
※正午から午後１時までは、休憩時間となります。

申し込み
問い合わせ

春日井 市 共 同 募 金 委 員 会

春日井市浅山町１-２-６１
（総合福祉センター内福祉サービス課）
☎ 84-4199 FAX 84-3933

