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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」
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☎501-1136

☎・　 595-0513
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 募集中!!

1口：1,200円
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☎（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

平成２７年度は春日市支会で

１９,２７３,８３２円
ご協力いただきました。
今年の目標額は

22,000,000円です。
この目標額は、募金による支援を必要
としている福祉団体や事業（活動）など
民間社会福祉の充実のために必要な
金額を算定して設定しています。

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

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。

平成28年
No.227

（１０月１日～１２月３１日）はじまります！

今月の
内容

お知らせ
赤い羽根共同募金
スタート！

かすがの
車窓から
元山　雅夫さん（福岡市）

地域福祉活動紹介
春日原南
ふれあい・いきいきサロン
「いきいき倶楽部」

PICK UP
団体紹介
ボランティアグループ
「夕やけ座」

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

赤い羽根のホームページ『はねっと』

ｗｗｗ.ａｋａｉｈａｎｅ.ｏｒ.ｊｐ
あなたの「募金」が私たちのまちの

「福祉」にどのように役立てられているか
ご覧いただけます。

　春日原南地区では６５歳以上の方を対象に、毎週水曜日に
グラウンドゴルフ、健康づくりの勉強会などを行っています。
８月サロンの勉強会のテーマは「“時短”筋トレ術」。毎回、全員
でテキストを音読し学びを深めており、声に出して読むこと
が脳の活性化にもつながっています。座学の後は、実際に筋
トレメニューにも取り組み、「きついね～」「もうちょっと、がん
ばって！」と大いに盛り上がりました。
　一人で活動を行なうよりも、仲間と一緒に楽しみながら取り
組むから、継続できる…。温かい仲間とやりがいのある活動を続
けられている「いきいき倶楽部」は、現在、参加者募集中です！春
日原南地区内で参加御希望の方は下記へ電話してみませんか！

春日原南地区
ふれあい・いきいきサロン

「いきいき倶楽部」

ボランティアグループ「夕やけ座」
シアター芝居＆音楽ボランティア

春日市を中心に、主に高齢者施設でボランティア活動を行っています。

シアター紙芝居
高齢者におなじみの「愛染かつ
ら」、「瞼の母」などの紙芝居を
大型スクリーンで効果音や生
演奏を交えながら臨場感豊か
に演じています。
音楽（コーラス）
女性メンバーによるコーラス(二部合唱)にて、童謡
や唱歌などを皆さんと一緒に歌っています。
お年寄りの暮らしに役立つ法律豆知識クイズ
行政書士のメンバーが豆知識をクイズ形式でわかり
やすくご教授します。
ライフヒストリー(自分史)作成のお手伝い
希望の方には実費にて冊子作成のお手伝いを行っ
ています。

地 域 福 祉 活 動紹 介地 域 福 祉 活 動紹 介地 域 福 祉 活 動紹 介

活動内容

ボランティアグループ「夕やけ座」 代表 市川　和広
☎050-1032-6693

問い合わせ先

問い合わせ先 春日原南共同利用施設　☎582-9169

団 体 紹 介

　学生時代からマジックに興味があり、社会人になってから
は定年まで仕事に没頭してきましたが、定年間際になり、何を
しようかなと考えているうちに、頭の片隅に趣味のマジック
への想いがあり、何かにいかせたらいいなと思っていました。
ちょうどいいタイミングで、同窓会での初めての舞台上での
マジック披露をきっかけに、これを地域の交流につなげて
みようと思ったのがボランティア活動のきっかけでした。

　学生時代にＴＶでマジックをみて、マジックの虜になった
元山さん。学生時代から少しづつ道具を買い揃えながら、
自己流で勉強され、定年後からマジックに本格的に取り組
まれました。現在は春日市を中心に、公民館、病院、老人施
設や保育所、障害者施設等に出向き、マジックを通して地
域の方が楽しんでもらえる活動をされています。

ボランティア活動のきっかけは？

　地域の方との出会いがたくさん生まれ、自分自身もマジッ
クを楽しみながら、明るく、楽しく、笑顔がみれて、大きな拍
手や、「楽しかった」「ありがとう」の言葉を頂くと、この活動
をしていてよかったと実感しています。

活動する中で生まれた喜び

　春日市にとどまらず、活動の地域を広げて出来るだけ多く
の方と出会う機会を作り、皆さんにもっと愛され、マジックを通
して更なるボランティアの輪が広がっていけたらと思います。

これからの抱負

プロフィール

かすがの
車窓から

地域でがん
ばっている

人にインタ
ビュー

第56回

氏 名：元山　雅夫さん
　　　（福岡市）
趣 味：マジック 釣り 囲碁
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町を思う町を思う

誰かの願いが叶う誰かの願いが叶う

町が元気になる町が元気になる

笑顔がふえる笑顔がふえる
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地域の福祉に

★小地域ネットワーク活動の支援
★ふれあい・いきいきサロン
★子育て支援、子育てサロン
★社協だより「しあわせ」の発行
★福祉団体等の活動支援
★福祉講演会の開催

「赤い羽根共同募金」は
次のように役立てられています

「赤い羽根共同募金」は
次のように役立てられています

「赤い羽根共同募金」は
次のように役立てられています

子どもの福祉に

★福祉教育への協力支援
★少年の船への支援
★母子会の活動支援
★保護司会・子育てネットワーク・
　放課後児童クラブの活動支援

高齢者の福祉に
★シニアクラブの活動支援
★介護を考える家族の会
　「ひだまりの会」の活動支援
★民生委員・児童委員の活動支援

ボランティア活動に
★各種ボランティア講座
★個人・団体の活動支援
★ボランティア通信の発行
★ボランティア交流会
★ボランティア研修会

災害支援のために

★災害義援金への協力
★要援護者支援マップ

の作成
★災害ボランティア講座
★災害ボランティアセン

ターの設置

障がい者の福祉に

★地域交流事業「あいあい広場」
★障害者スポーツ大会
★身体障害者福祉協会・手をつなぐ

育成会かすが

共同募金　ひとくちメモ
　共同募金は今年で運動開始７０年目を迎えます。
　戦後間もない昭和２２年１１月にスタート。１２月までの１か
月間で集まった募金は当時の金額で約５億９０００万円。現在
の１２００～１５００億円に相当すると言われています。第１回の
共同募金の配分は、住まいを焼かれたり、親をなくした孤児
たちのためのさまざまな活動の支援に力点が置かれました。

じぶんの町「春日市」を
良くするために ７8％７8％

共同募金運動を推進
するために 6％6％福岡県を良くするために

福祉施設や県域の
福祉団体等の支援などに ポスターやチラシ・募金グッズ等の作成

災害時の
ボランティア活動
を支援するために

３％３％災害時に設置される災害
ボランティアセンターの活動支援など

13％13％

市民の方ならどなたでも参加できる講座です。生活に役立つ福祉の講座で各講座とも参加は無料です。 

場　　所 申込み・問い合わせ先

１０月５日（水）から電話・ファックスにてお申し込みください。各講座とも定員になり次第
締め切ります。
※ＦＡＸの場合はお名前・住所・電話番号をお知らせください。 ※手話通訳、要約筆記が必要な方はご連絡くだ
さい。 ※会場は駐車場に限りがあります。できるだけ公共の交通機関を利用してご来場ください。
春日市社会福祉協議会　☎５８１-７２２５　　  ５８１-７２５８

社会福祉センター２階 大会議室
（昇町3-101）

平成２８年度 市民福祉講座のご案内

「健康で長生きをするために～心と体にやさしい重粒子線がん治療～」
公益財団法人　佐賀国際重粒子線がん治療財団
事業開発部長　森田 玉喜（もりた たまき）氏
日本人の２人に１人はがんにかかる時代を迎えています。「重粒子
線がん治療」は体を切らずに通院で治療できる最先端のがん治
療です。健康で長生きをするために、どんな特徴がある治療法な
のか学びませんか。
あり（無料。生後５カ月以上。）　定員20名
10月18日（火）までにお申し込みください。

講　　師

テ ー マ

託　　児定員１００名
午前１０時～11時30分講演会

FAX

　今年も福祉・健康・子育てをテーマにしたお祭を開催します。福祉や健
康の体験コーナーや健康にまつわる測定コーナーなど盛りだくさん！物
品バザーや食品バザーも出店します。素敵な景品がもらえるスタンプラ
リーもあり、子どもから大人まで楽しめるイベントになっています。
　来て！見て！体験して！実感してください。多くの方のご来場お待ちし
ております。

※フェスタ会場には駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。
　またコミュニティバス「やよい号」をご利用の方は、
　ふれあい文化センター新館～福祉ぱれっと館に無料シャトルバスを運行しています。
　直接会場への乗り入れはできませんのでご了承ください。

いきいきフェスタ春日 ２０１６

１０月２３日（日）　午前１０時～午後３時日　時

春日市いきいきプラザ・春日小学校・福祉ぱれっと館場　所

福　祉 健　康 子育て

10
月
30
日（
日
）

「災害が起きた時に私達がするべきことは？」
NPO法人ANGEL WINGS　理 事 長
一般社団法人 九州防災パートナーズ　代表理事　藤澤　健児氏
災害が起きた時に私達がするべきことは何でしょう。熊本の被災
地の様子をお聞きし、自分を守るために準備しておくことは何か。
自分の住んでいる地域が被災した場合、自分達が出来ることは何
か、考えてみましょう。
託児あり（無料。生後５カ月以上。）　定員20名
10月31日（月）までにお申し込みください。

講　　師

テ ー マ

託　　児定員１００名
午前１０時～正午講演会

11
月
12
日（
土
）
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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

　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9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

“いきいきフェスタ”では福祉・健康・子育て支援などの活動をする多くの
団体が参加しますが、社会福祉協議会でも社協コーナーや抽選会の会
場を設けます。各会場のお手伝いをお願いします。

いきいきフェスタ春日もとむ
内　容

10月23日（日）　午前9時～午後3時30分日　時

いきいきプラザ（昇町1-120）
春日小学校（昇町1-142）

場　所 動きやすい服装。
昼食は各自で準備

持ち物

高校生以上対　象

高齢者施設に通われている80代の男性です。囲碁が趣味で、施設で囲
碁をするのをとても楽しみにされています。囲碁の相手をしてください。

囲碁の相手もとむ
内　容

木曜日か土曜日　午後2時～5時の間の1時間程度日　時

アンクラージュ大橋南デイサービス（桜ヶ丘8-29）場　所

囲碁3段以上の方対　象

“ゆう　ゆう　ゆかい”では、発達のバランスが悪く、家庭や学校の生活に不安定なお子さ
んの居場所作りを行っています。合い言葉は「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

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
内　容

月3回　水曜日の午後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。

日　時

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

申込み・問い合わせ先

“博多パトラッシュ”は障がい者の車いすバスケットチームです。道具の
出し入れ、ボール拾い、車いすの移乗補助などで練習をサポートしてく
ださい。

車いすバスケットの支援もとむ
内　容

水曜日：午後6時～9時
土曜日：午後1時～5時
あなたのできる曜日・時間帯でお願いします

日　時

クローバープラザ　体育館（原町3-1）場　所

スポーツが好きな方対　象

上靴、
動きやすい服装

持ち物

社会福祉協議会では、地域福祉事業のための資金作りの一環としてフ
リーマーケットを11月20日に開催します。物品バザー、食品バザーなど
の前準備と当日のお手伝いをお願いします。

かすがフリーマーケットin社協もとむ
内　容

11月18日（金）午後1時～5時
　　 19日（土）午前9時～午後5時
　　 20日（日）午前8時45分～午後4時

日　時 社会福祉センター
（昇町3-101）

場　所

18歳以上の方対　象

動きやすい汚れてもいい服装、食品バザーはエプロンなど。
昼食は各自で準備

持ち物

　秋の《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！
　当日は皆様のご来場をお待ちしてい
ます。

１１月２０日（日）午前１０時～午後２時３０分
日　時

社会福祉センター（昇町３-１０１）
場　所

かすがフリーマーケットin社協開催かすがフリーマーケットin社協開催かすがフリーマーケットin社協開催かすがフリーマーケットin社協開催
出店者☆募集

申込み・問い合わせ先

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 １０月１日（土）～１０月２５日（火）まで
「往復はがき」に必要事項をご記入の上、下記の宛先までご
応募ください。(当日消印有効）
※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
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〒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

　夏休みに社会福祉協
議会にてタイムケアを
行ないました！この事業
は障がいのある子が夏
休みや冬休みなどに活
動する場として、また障
がいのある子の保護者
のレスパイト（休息）を目的として実施しています。
　今回のタイムケアは延べ202人の子どもたちが参
加しました。仲間やスタッフと共にいろいろな活動を体
験する中で、また一つ成長した子どもたち。キラキラと
した笑顔がまぶしい毎日でした。

市内居住の7歳～18歳の障がい児  など対　象

水遊び・レクリエーション・音楽鑑賞・
おやつ作り・バスハイク買い物  など

内　容

かすがボランティアセンターでは「春日市一斉ボランティア」を毎年企画しています。同じ日に同じ場所でともに活動
することで地域・家族・仲間と絆を深めることができる良い機会です。ボランティア未経験者も大歓迎！

こちらの
ＱＲコードからも
メールアドレスが
取得できます。

１０月１３日（木）までに電話、ファックス、メールにて以下を伝えて下さい。

かすがボランティアセンター
☎５０１-１１３６　　　５８１-７２５８　　　　kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

　かすがボランティアセンターにおいて、夏休みの期
間を利用して、小・中学生を対象に１日ボランティア体
験講座を7～8月の4日間で開催しました。自分でまず
身近に出来ることをこの体験を通して見つけるきっか
けになったことと思います。

市内居住小・中学生
（小学生は高学年対象）

対　象

布絵本体験・調理体験・
土いじり体験・
点字体験  など

内　容

サマーボランティアスクール2016報告春日市障がい児等タイムケア事業報告

「春日市奴国あんどん祭り」
ボランティア募集！

春日市一斉ボランティア地　域 家　族 仲　間

１０月１５日（土）　午前１０時～午後３時（概ね５０名程度）
※午前もしくは、午後のみの参加も受け付けます。

会場祭り前日準備、あんどん設置作業、会場案内誘導など

県営春日公園（春日市原町３-１-４）
集合は野球場ライト側ボランティア受付テントです。
※会場に来られる際には公共の交通機関を
　ご利用ください。

日　時

内　容

場　所

小学生高学年以上の人
（小学生は保護者同伴）、
男女問わずどなたでも可
動きやすい服装、軍手、飲み物など

対　象

春日市民祭り振興会協　力

持ってくるもの

「いきいきフェスタ」
ボランティア募集！

１０月２３日（日）
①午前１０時～正午
②午後1時～３時
ふれあいカフェ、
抽選会のお手伝い
(概ね２０名程度)
いきいきプラザ

（昇町1-120）
※会場に来られる際には公共の
　交通機関をご利用ください。

日　時

内　容

場　所

小学生高学年以上の人（小学生は保護者同伴）、
男女問わずどなたでも可
動きやすい服装、飲み物など

対　象

持ってくるもの

参加費無料！

氏名・住所・電話番号・参加希望の時間帯・年齢（小学生は学年）

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

　７月２１日（木）に春日市介護を考
える家族の会「ひだまりの会」と社
会福祉協議会との共催で「介護で
学んだやさしさ」をテーマに「私の
介護奮闘記」、「ただいま介護中…」
と題し、ひだまりの会会員の方の
介護体験発表がありました。介護
中の方や、福祉施設、地域の方な
ど多数参加され、現在介護されている方にとっても「介護されてい
る方の生の声がきけてよかった」等の感想が聞かれ、有意義な学
びの１日となりました。

毎月第3木曜日
社会福祉センター

活動日

会員同士の交流会、
勉強会、年間行事

（リフレッシュ等イベント）

内　容

春日市社会福祉協議会
☎581-7225
ひだまりの会会長（服部）☎582-5798

問合せ先

介護を考える介護者のつどい
春日市介護を考える家族の会

「ひだまりの会」

布製作活動体験

点字を学ぼう

調理体験 園芸体験

申込み・
問合せ

介護について一人で抱え込まない為に…

FAX Eメール
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●つくし中央ライオンズクラブ様
●春日市南地区民生委員児童委員協議会様
●春日市北地区民生委員児童委員協議会様
●春日市西地区民生委員児童委員協議会様
●上白水地区第３金堂ビル様

●石橋　壮児様
●汐田　利憲様
●友廣　英司様
●西中　義桂様
●匿名　４件

香典返し寄付金
●金堂　美枝子様（上白水）・・・亡夫　金堂　辰昭様

物品寄付
●本田　博毅様
●林　明子様

●下白水南地区自治会様
●匿名　１件

●霊友会九州支局様
●弥生地区自治会北６組様
●（株）井口タタミフスマ店様
●（株）吉山建設様
●（株）三機産業様

●（株）エーワン様
●（株）かね長様
●オーリック（株）様
●（有）百華茶苑様

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。

一般寄付金

福祉会員（平成２８年６月～７月）　個人：10,000円以上　法人・団体：5,000円以上　　　　順不同：14件

あたたかい善意に感謝いたします H28.6.1～28.7.31

つくし中央ライオンズクラブ様

　ナギの木苑は健康づくり、仲間づくりのために誰もが利用でき
る施設です。
　入浴や健康体操のほか、カラオケや卓球の設備もあります。
様々なイベントや趣味の教室でもお楽しみいただけます。
　詳しくはお問合せ下さい（苑内は見学もできます！）

老人福祉センター ナギの木苑
５９５-０５１３電話番号春日市星見ヶ丘１-７住　　所

　会費は、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。
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！

福祉会員ご加入のお願い平成28年度

ナ
ギ
の
木
苑

ゆ

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下さい。

１0月5（司）・１2（行）・１９（行）・２６（司）日
１1月２（司）・  ９（行）・１６（行）・２４（司）・３０（行）日

相談日

社会福祉センター４階　多目的室場　所

※（司）は司法書士、（行）は行政書士が入ります。
※23日は祝日のため24日（木）に変更しています。

（5回目はお休み）
毎週水曜日　時間：午後１時～４時

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？

１０月１日・  ８日・１５日・２２日
１１月５日・１２日・１９日・２６日

相談日

カウンセラーによる 悩みごと相談

春日市社会福祉協議会
あんしんセンター ☎５８１-７２２５問合せ先

社会福祉センター４階
相談室

場　所

午後１時～４時時　間午後2時～5時時　間

相談料無料！ 予約不要！

毎週土曜日　時間：午後２時～５時

振込みでの加入手続きがご希望の方はお気軽にご連絡ください。

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♪

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

１０月14日・２8日（金）
１１月11日・25日（金）おおきくな～れ！ 社会福祉協議会は

子育て中の家庭を
応援しています！

子ども一時預かり
毎月

第２・４金曜日

かすがボランティアセンター  ☎５０１-１１３６

問い合わせ先 春日市社会福祉協議会  ☎５８１-７２２５

●一般会費　一口（年額）
●賛助会費　一口（年額）
●特別会費　一口（年額）
●法人会費　一口（年額）

１,２００円
　１０,０００円

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） 加入の窓口

私が利用できる
サービスは？

まずは相談
ケアプランセンター
 ☎ 915-1265
　　588-4118FAX

法人成年後見事業、
日常生活自立支援事業の

ご相談は…

福祉あんしんセンター
 ☎ 581-7225
　　581-7258FAX

介護サービスのことなら春日市社会福祉協議会にお気軽にご相談ください！介護サービスのことなら春日市社会福祉協議会にお気軽にご相談ください！

介護でお困りの方は…

生活を援助します
ホームヘルパーステーション
 ☎ 588-4117
　　588-4118FAX

物品提供のお願いお願い

春日市社会福祉協議会（昇町3-101）
☎581-7225　　　581-7258　担当：岩下

春日市社会福祉協議会では、11月20日（日）に
地域福祉事業の一環としてフリーマーケットを
開催します。ご家庭や職場などで、まだ使えるけ
れど使わなくなった物、いらなくなった物などが
ありましたら、寄付をお願いします。
※事前にご連絡をいただき、どんな物かをお知らせください。
　食品や衣類（新品のみ可）は受け付けていません。

かすがフリーマーケットin社協

福祉ぱれっと館1階　にじ
（小倉3-242-1）
月～金　☎575-2225　担当：轟

障がい者施設では、いろいろな場面
でタオルをよく使います。新しいタ
オルも家庭で使い終わったタオル
も、使い分けますので、いらなくなっ
たものがありま
したら寄付してく
ださい。

タオル

かすがボランティアセンター
（昇町3-101）
月～土　☎501-1136

春日市社会福祉協議会では、生活
に悩みや不安を抱えている人たち
が自立していけるよう支援するため
自転車を求めています。いらなく
なった自転車がありましたら寄付し
てください。
※なお、防犯登録抹消手続は
　済ませておいてください。

自転車

一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談

※別途、入館料が必要です

●市内60歳以上・小学生・障がい者 100円
●市内その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

200円
●市外 300円

駐車場もあります。

コミュニティバスやよい
星見ケ丘線
ナギの木苑前下車　　

　８、９月に、ナギの木苑にて全６回の講座の中
で、ボランティア活動について実践を交えて楽し
く学び、体験し、仲間づくりを進めていきました。
グループごとに完成させた壁面装飾は四季折々
にナギの木苑内を彩ってくれそうです。

ボランティアに興味がある方対　象

レクレーション等の実技、
介護予防に関する講義など

内　容

はつらつボランティア講座

大きなお風呂
あります。

どなたでも
お越しになれます！

住みよい
まちづくりのために、

力を貸して下さい

受付・問い合わせ先 受付・問い合わせ先 受付・問い合わせ先

FAX

●えびす堂様
●春日市自治会連合会様
●春日地区交通安全協会　春日支部様
●筑紫地域精神障害者家族会　五筑会様
●公益社団法人　春日市シルバー人材センター様

9～11月は
秋の作品を

展示中
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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

平成２７年度は春日市支会で

１９,２７３,８３２円
ご協力いただきました。
今年の目標額は

22,000,000円です。
この目標額は、募金による支援を必要
としている福祉団体や事業（活動）など
民間社会福祉の充実のために必要な
金額を算定して設定しています。

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

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。

平成28年
No.227

（１０月１日～１２月３１日）はじまります！

今月の
内容

お知らせ
赤い羽根共同募金
スタート！

かすがの
車窓から
元山　雅夫さん（福岡市）

地域福祉活動紹介
春日原南
ふれあい・いきいきサロン
「いきいき倶楽部」

PICK UP
団体紹介
ボランティアグループ
「夕やけ座」

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

赤い羽根のホームページ『はねっと』

ｗｗｗ.ａｋａｉｈａｎｅ.ｏｒ.ｊｐ
あなたの「募金」が私たちのまちの

「福祉」にどのように役立てられているか
ご覧いただけます。

　春日原南地区では６５歳以上の方を対象に、毎週水曜日に
グラウンドゴルフ、健康づくりの勉強会などを行っています。
８月サロンの勉強会のテーマは「“時短”筋トレ術」。毎回、全員
でテキストを音読し学びを深めており、声に出して読むこと
が脳の活性化にもつながっています。座学の後は、実際に筋
トレメニューにも取り組み、「きついね～」「もうちょっと、がん
ばって！」と大いに盛り上がりました。
　一人で活動を行なうよりも、仲間と一緒に楽しみながら取り
組むから、継続できる…。温かい仲間とやりがいのある活動を続
けられている「いきいき倶楽部」は、現在、参加者募集中です！春
日原南地区内で参加御希望の方は下記へ電話してみませんか！

春日原南地区
ふれあい・いきいきサロン

「いきいき倶楽部」

ボランティアグループ「夕やけ座」
シアター芝居＆音楽ボランティア

春日市を中心に、主に高齢者施設でボランティア活動を行っています。

シアター紙芝居
高齢者におなじみの「愛染かつ
ら」、「瞼の母」などの紙芝居を
大型スクリーンで効果音や生
演奏を交えながら臨場感豊か
に演じています。
音楽（コーラス）
女性メンバーによるコーラス(二部合唱)にて、童謡
や唱歌などを皆さんと一緒に歌っています。
お年寄りの暮らしに役立つ法律豆知識クイズ
行政書士のメンバーが豆知識をクイズ形式でわかり
やすくご教授します。
ライフヒストリー(自分史)作成のお手伝い
希望の方には実費にて冊子作成のお手伝いを行っ
ています。

地 域 福 祉 活 動紹 介地 域 福 祉 活 動紹 介地 域 福 祉 活 動紹 介

活動内容

ボランティアグループ「夕やけ座」 代表 市川　和広
☎050-1032-6693

問い合わせ先

問い合わせ先 春日原南共同利用施設　☎582-9169

団 体 紹 介

　学生時代からマジックに興味があり、社会人になってから
は定年まで仕事に没頭してきましたが、定年間際になり、何を
しようかなと考えているうちに、頭の片隅に趣味のマジック
への想いがあり、何かにいかせたらいいなと思っていました。
ちょうどいいタイミングで、同窓会での初めての舞台上での
マジック披露をきっかけに、これを地域の交流につなげて
みようと思ったのがボランティア活動のきっかけでした。

　学生時代にＴＶでマジックをみて、マジックの虜になった
元山さん。学生時代から少しづつ道具を買い揃えながら、
自己流で勉強され、定年後からマジックに本格的に取り組
まれました。現在は春日市を中心に、公民館、病院、老人施
設や保育所、障害者施設等に出向き、マジックを通して地
域の方が楽しんでもらえる活動をされています。

ボランティア活動のきっかけは？

　地域の方との出会いがたくさん生まれ、自分自身もマジッ
クを楽しみながら、明るく、楽しく、笑顔がみれて、大きな拍
手や、「楽しかった」「ありがとう」の言葉を頂くと、この活動
をしていてよかったと実感しています。

活動する中で生まれた喜び

　春日市にとどまらず、活動の地域を広げて出来るだけ多く
の方と出会う機会を作り、皆さんにもっと愛され、マジックを通
して更なるボランティアの輪が広がっていけたらと思います。

これからの抱負

プロフィール

かすがの
車窓から

地域でがん
ばっている

人にインタ
ビュー

第56回

氏 名：元山　雅夫さん
　　　（福岡市）
趣 味：マジック 釣り 囲碁

Pick up

夕
や
け
座

シ
ア
タ
ー
紙
芝
居
＆
コ
ー
ラ
ス

町を思う町を思う

誰かの願いが叶う誰かの願いが叶う

町が元気になる町が元気になる

笑顔がふえる笑顔がふえる


