
●一般会費 一口（年額）
●賛助会費 一口（年額）

１,２００円
　１０,０００円

●特別会費 一口（年額）
●法人会費 一口（年額）

３０,０００円
５,０００円

●社会福祉協議会
●老人福祉センター「ナギの木苑」 ●各公民館

会費
（年度更新制）

福祉会員協賛店
加入の窓口

※お振込がご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。

社協イメージキャラクター

『ランティ』

春日市社会福祉協議会

今月の内容 お知らせ ●福祉会員加入のお願い　●かすがフリーマーケットin社協
●春っ子ひろば（子育て講座）　●布絵本づくり講座

この広報誌『しあわせ』は、共同募金の分配金で作られたものです。

４月  ８・２２日（金）
５月１３・2７日（金）

相談まどぐちのご紹介

日常の生活上の困り事の相談を受け付けています。
どこに相談したらいいのかわからない方、まずは
相談してみませんか。行政書士や司法書士による
相談も行っています。
関係書類等ありましたらご持参ください。

4月  ６（司）・１３（行）・２０（行）・２７（司）日
５月  ６（司）・１１（行）・１８（行）・２５（司）日

社会福祉センター４階 多目的室

毎週水曜日

毎週土曜日

※５月４日（水）は祝日のため５月６日（金）に変更になって
　います。
※（司）は司法書士、（行）は行政書士が入ります。

一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談
職場のこと家庭のこと、人間関係を作るコミュニケーションの
取り方を学びたい方など、気軽に話しに来ませんか？

４月 ２日・  ９日・１６日・２３日、
５月 ７日・１４日・２１日・２８日

カウンセラーによる 悩みごと相談

相談料無料！ 予約不要！ 春日市社会福祉協議会
あんしんセンター ☎５８１-７２２５

問合せ先

『悩みごと相談』と聞くと「そんな大層な悩
みなんてないよ」と思われるかもしれませ
ん。でも「大層な悩みではないけれど、誰
かゆっくり話を聴いてくれたらなぁ…」と
思うことはありませんか？
私たちはそんなあなたの助けになりたい
と思っています。身近な人には話しづらい
家庭のことや仕事のこと、私たちカウンセ
ラーが大切に聴かせていただきます。 社会福祉センター

４階 相談室
午後１時～４時

時間：午後２時～５時　（ただし第５週はお休み）

相談日

相談日

場　所

時　間

場　所

社会福祉センター別館2階
娯楽室

場　所

午前９時３０分～午後０時３０分時　間

福祉会員に加入している方の乳幼児
（満６ヶ月～小学校就学前）

対　象

１回 １，０００円
※事前に利用者登録が必要です。まずはお問い合わせください。

利用料

申込・問合せ先 春日市社会福祉協議会  地域福祉課　☎５８１-７２２５

おおきくな～れ！
子ども一時預かり

子どもを連れて参加できない行事のほか、お買い物や
通院、リフレッシュ等に一時預かりをご利用ください♪

毎月
第２・４金曜日

　春日市の福祉事業を推進していくための会員組織です。
　誰もが安心して暮らせるまちづくりのために、今年度もご協力お願いいたします。

平成28年
No.2244月

福祉会員は
誰もができる
ボランティア！

平成
28年度

春日市社会福祉協議会 福祉会員とは？

春日市に住む子どもやその親、高齢者や障がい者の支援や、地域の中で安心して暮ら
していくための取り組みに使われるなど、春日市の福祉に直接役立てられています。

住民が主体となった地
域の福祉活動が行われ
ています

会費の使いみちは？

福祉会員に1,200円以上ご協
力いいただいた個人会員様
は、「福祉会員協賛店」に
て、さまざまな特典やサービ
スの提供を受けることがで
きます。
サービス内容は今月号に差し込みの「福祉会
員だけのお得情報！」に掲載されています！

お得な特典も♪
平成２８年度会費は４月１日～平成２９年３月３１日までいつでも、何口でもご
加入可能です！

福祉会員への加入方法は？

地域の福祉活動
車いす、介護用ベッド、
ベビーシートの貸し出し

福祉機器の貸し出し
認知症や障害などによ
り、適切な判断をするこ
とが難しい方が安心し
て日常生活が送れるよ
うに支援しています

福祉あんしんサービス
一般の交通機関では移
動が困難な方を対象に、
外出の援助を行ってい
ます

住民参加型移送サービス
福祉の研修や、地域の
福祉活動に役立てられ
ています

福祉バスの運行

子育て
サロン

ふれあい・
いきいき
サロン

福祉会員に
賛同します！

福祉のこと、困ったこと、お気軽にお問い合わせください。
春日市社会福祉協議会

かすがボランティアセンター

老人福祉センター「ナギの木苑」

☎581-7225

☎501-1136

☎・　 595-0513

福祉会員
 募集中!!

1口：1,200円

FAX

581-7258

581-7258FAX

FAX

FAX

FAX

社会福祉法人 春日市社会福祉協議会・福岡県共同募金会春日市支会 〒816-0851 福岡県春日市昇町3丁目101番地発 行
☎（092）581-7225　　（092）581-7258　　　　　http://www.kasuga-shakyo.or.jp　　　　fukushi@kasuga-shakyo.or.jp

春日市社協ホームヘルパーステーション

春日市社協ケアプランセンター

心配ごと相談所（　　　　　　　　　　　　　　）心配ごと相談所は毎週水曜日の午後1時
～午後4時

☎588-4117

☎915-1265

　　　　 　　　☎581-7225

FAX ホームページ Eメール

588-4118

588-4118

皆様からお寄せいただいたご寄付は、福祉のために大切に使わせていただいております。ありがとうございました。

あたたかい善意に感謝いたします H27.12.1～H28.1.31

●㈱ソリッド様
●春日市消費者の会様
●学びすと春日様

●なごみの部屋　代表 中吉 節子様
●宮﨑 モモエ様
●汐田 利憲様

●山下 保代様
●春日原南町こあらくらぶ様
●匿名　４件

香典返し寄付金  平成２７年１０月、平成２７年１２月～平成２８年１月

●後藤　隆様（若葉台西）・・・・・・・・・・・亡母　後藤　テツ子様
●高田　恵子様（春日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・亡父　宮石 武雄様
●匿名　１件

物品寄付
●岩瀬 憲二様　●柴田 英明様　●学びすと春日様

一般寄付金



社協フリーマーケット
でのお手伝い

　かすがボランティアセンターでは、次の件でボランティアを募集しています。活動やイベントの詳細、参加の申込はボランティアセンターにご連絡くだ
さい！ また、この内容は3月10日現在の情報をもとに編集しています。内容に変更や締め切りが生じている場合がありますので、お問い合わせください。

ボランティア募集

かすがボランティアセンターかすがボランティアセンター ☎501-1136　　 581-7258
●月～土曜日（日・祝日は休み） ●午前8時30分～午後5時

FAX

春日市社会福祉協議会では地域福祉事業の資金作りの
一環としてフリーマーケットを開催します。事前の準備

（物品の仕分け、陳列など）と当日の手伝い（物品や食品
販売など）をお願いします。

もとむ

内　容

●事前の準備：
　5月20日（金）  午後2時～5時
　5月21日（土）  午前10時～正午、午後1時～5時
●当日の支援：5月22日（日）  午前9時30分～午後5時

日　時

社会福祉センター（昇町3-101）場　所 高校生以上対　象

入居者のお話し相手や見守りなどをお願いします。

高齢者施設でのお手伝いもとむ
内　容

午前10時～午後4時の間のあなたのできる曜日・時間帯でお願い
します。月1回の1～2時間でも可

日　時

特別養護老人ホーム　かすがの郷（塚原台3-129）場　所

高校生以上の方対　象

利用者のお話し相手、入浴後のドライヤーかけ、お茶出しなどお願
いします。

内　容

月曜日～土曜日  午前10時30分～正午  あなたのできる曜日でお願いします日　時

デイサービス
夏みかん（須玖南2-103）

場　所 18歳以上の方対　象動きやすい汚れてもいい服装、食品担当の方はエプロ
ン、三角巾　昼食は各自で準備

持ち物

32

勉強サポート会は“学習内容をもっと理解したい！”“成績のレベルアップを
目指したい！”という中学生に勉強のコツを分かりやすく教えます。

中学生の勉強のお手伝いします
内　容

希望するところに直接電話する申 込 方 法 勉強サポート会 大野　☎070-5693-0264　　  591-0264問い合わせ先
社会福祉センター （昇町3-101）勉強する場所 右記の時間帯のうちの1時間勉強する時間

事前にご連絡をいただき、どんな物かお知らせください。食品や衣類は受け付けていません。品物の内容

FAX

曜　日
火曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日

　 時　　間
午後6時～9時
午後7時～9時
午後7時～9時
午後7時～9時
午後5時～8時

教 科
数 学
英 語
数 学
英 語
数 学

　　　申　込　先
大野 ☎591-0264
吉井 ☎080-5200-6222
西村 ☎090-1879-5256
大野 ☎591-0264
丹宗 ☎572-2393

かすが
フリーマーケットin社協
かすが
フリーマーケットin社協
かすが
フリーマーケットin社協
かすが
フリーマーケットin社協

出店者☆募集

　子育て中の皆さん、子育てをしていて息づまり、子どもに怒りをぶつけたことはありません
か？また、そんな時にはどう対処していますか？
　子育てをしていく中で、たまには育児のことを忘れ、笑いでストレス発散しましょう！

　春の《かすがフリーマーケットｉｎ社協》を開催します。
ご家庭で眠っている不用品を活用したい…というあなた♪出店
者も大募集しています！フリマで安く、賢く、リユースしましょう！

内　容

講座３０名・託児２０名定　員

託児（生後8か月～未就学児対象）の必要な方は
５月2日（月）までにお申込み下さい。

託　児

４月11日（月）受付開始。（先着順。定員になり次第締め切ります。）申込み

５月１１日（水）午前１０時～正午日　時

インターナショナルDr.カタリア認定ティーチャー
やまもと じゅんこ氏

講　師

場　所 社会福祉センター  2階大会議室（昇町３-１０１）

５月２２日（日）午前１０時～午後２時３０分日　時

場　所 社会福祉センター 屋内（昇町３-１０１）

子育て地域推進事業 社協 春っ子ひろば

申込み・問い合わせ先

申込み・問い合わせ先

かすがボランティアセンター（昇町3-101）
☎501-1136　　581-7258FAX

問い合わせ先
春日市社会福祉協議会　地域福祉課
☎５８１-７２２５  　  ５８１-７２５８
※駐車スペースに限りがありますので、なるべく公共の交通機関をご利用下さい。

FAX

参加費無料！

託児あり！

市と市社会福祉協議会は平成２８年度～平
成３２年度までを計画期間とした「春日市地
域しあわせプラン２０１６（市地域福祉計画・
地域福祉活動計画）」を策定しました。　詳
細は、本会広報紙「しあわせ」６月号にてお知
らせします。

☆「春日市地域しあわせプラン
　２０１６（市地域福祉計画・地域
　福祉活動計画）」について

おしらせ

☆ナギの木苑の住所表記が変更
　されました

手作り布絵本「いるか号」を一緒につくりませんか！ 制作した作品は持ち帰る
ことができます。

6月6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）・7月4日（月）の計5回
午前10時～正午

日　時

社会福祉センター2階 会議室1（昇町3-101）場　所

2,500円（材料費として）受講料

講座終了後にボランティアとして活動ができる人対　象

2歳以上で受付（1回500円で5回分前納）託　児

5月23日（月）までに電話かファックスで住所、氏名、電話番号を伝える
託児希望者は子供の名前・年齢も伝える

申込方法

10名（初心者を優先します）定　員

布絵本づくり講座布絵本イルカくらぶ

～子育てをより楽しく～
「思いっきり笑って心も身体もリフレッシュ」
※飲料水と手鏡（コンパクトミラーなど）をご持参下さい。
※大人のみの参加。お子さんは託児等をご利用ください。
※動きやすい服装でお越しください。

出店できるのは市内在住者のみ！
１区画（４㎡）６００円
※４０区画募集しています。申込み多数の場合は抽選となります。

出店料

販売内容 物品販売（衛生許可が必要なもの・飲食物・医薬
品等は出店できません）

申込受付 ４月２５日（月）までにお申し込みください。
締切日必着。

「往復はがき」に必要事項をご記入のうえ、下記
の宛先までご応募ください。
※抽選結果は後日はがきにてお知らせいたします。

①氏名  ②郵便番号  ③住所  ④電話番号  ⑤主な出店物品（例：衣類、子ども服、食器、雑貨など）

816-0851

①氏名
②郵便番号
③住所
④電話番号
⑤出店物品

春
日
市
昇
町
３-

１
０
１

春
日
市
社
会
福
祉
協
議
会

地
域
福
祉
課

か
す
が
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
in

社
協
　
行

〒816-0851春日市昇町3-101
春日市社会福祉協議会　地域福祉課
かすがフリーマーケットin社協 宛　☎５８１-７２２５

旧住所 春日市星見ヶ丘1-7
新住所 春日市星見ヶ丘1-7-1

社会福祉センター　3階　和室（昇町3-101）場　所

原則として通常学級在籍の小学生児対象児

月1,000円（教材費として）経　費

保護者の住所、氏名、連絡先と子どもの名前、学校
名、学年を電話で伝える

申込方法

かすがボランティアセンター（昇町3-101）
☎501-1136　　 581-7258

申込・問い合わせ先

“ゆう  ゆう  ゆかい”では、発達のバランスが悪く、家庭や学校生活が不安定
なお子様の居場所作りを行っています。合言葉は「楽しかった！また来るね！」
です。今回、若干の人数を受け入れる余裕ができましたので、希望があれば
お申し出ください。専門士のスタッフが相談に応じます。

「（通称）ゆっくり勉強会」代表  江口　泰子

●Aプランは入院保険金日額6,500円、通院保険日額4,000円
と賠償責任5億円（限度額）を補償。

●活動場所と自宅との往復途上の事故も補償。
●ボランティア活動のための学習会、会議などでの事故も補償。
●ボランティア自身の食中毒、熱中症、特定感染症もOK。

内　容

月3回（水曜日　午後6時～7時30分）
平日なので45分間の学習時間の後30分間自由遊びで、その後終わりの会
を行い終了です。

実施内容

春日市子どもの発達地域支援の会 「ゆう  ゆう  ゆかい」します

FAX

春日市社会福祉協議会では、5月22日（日）に地域福祉事業の資金作りの一環としてフリー
マーケットを開催します。物品の寄付をお願いします。

物品提供のお願い かすがフリーマーケットin社協
内　容

社会福祉協議会  地域福祉課（昇町3-101）
☎581-7225　　  581-7258

受付・問い合わせ先

受付・問い合わせ先

FAX

かすがボランティアセンター（昇町3-101）
☎501-1136
月～土曜日 午前8時30分～午後5時
※各プランの補償金額や内容についての詳

細は専用のパンフレットを用意しています
のでお問い合わせください。

年　間
保険料

Aプラン
Bプラン

300円
450円

430円
650円

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

※天災タイプは基本タイプ＋地震・噴火・津波を補償

ボランティア保険活動平成28年度

基
本
タ
イ
プ

天
災
タ
イ
プ


