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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。
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今月の
内容

お知らせ
●ボランティア交流会、講座のご案内、
　ボランティア募集など
●障害者週間（12/3～9）

ご報告
●まちのみんながボランティア in いきいきフェスタ、あんどん祭り
●平成28年度福祉功労者県知事表彰・感謝状授与

 たちの地域に
いかされています
 たちの地域に

いかされています

平成２８年度福祉功労者に対する
県知事表彰・感謝状を授与されました！

　ボランティア活動に５年以上従事されている個人・団体に対して福岡県知
事より賞状が贈呈されました。視覚障がい者の為に拡大写本の作成や、移
動支援ボランティアをされている尾上さん、小中学生の学習支援に長年活
動されている小林さん、福祉の現場経験から高齢者の居場所作りの活動を
されている不破さんの３名が選ばれました。おめでとうございます。
　今後もますますのご活躍を期待しています。

県知事表彰
尾上　れい子氏（右）

県知事感謝状
小林　誠児氏（中央）、不破　洋子氏（左）

報 告

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♪

※12月２３日（金）は
　祝日のため休みになります。１２月９日（金）、

１月1３日（金）・2７日（金）

おおきくな～れ！
子ども一時預かり

毎月
第２・4金曜日

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

かすがボランティアセンター  ☎５0１-1136申し込み・問い合わせ先

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。

１２月７日（司）・１４日（行）・２１日（行）・２８日（司）
  １月４日（司）・１１日（行）・１８日（行）・２５日（司）

社会福祉センター４階　多目的室

毎週水曜日
※（司）は司法書士、（行）は行政書士が入ります。

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？

１２月３日・１０日・１７日
  １月７日・１４日・２１日

相談日 相談日

場　所
場　所

時　間
時　間

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
午後１時～４時

午後2時～5時

相談料無料！ 予約不要！

毎週土曜日

一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談

　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！）

　１１月2０日（日）社会福祉センター内で開催されたフリーマー
ケットは大盛況のうちに幕を閉じました。出店者の皆さん、来場者
の皆さん、お手伝いしてくださったボランティアの方、物品寄付を
してくださった方のご協力ありがとうございました。

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１-７-1住　　所

※別途、入館料が必要です〔行事予定〕
●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　　

●年忘れのつどい

年末年始のお休み：12月28日（水）～1月4日（水）まで

福祉会員
 募集中!!

1口：1,200円

かすがフリーマーケットｉｎ社協　お礼

ナギの木苑出張相談 １２月6日（火）午後１時～3時（司法書士が入ります）

７０年つないできた
「助け合いのこころ」が
春日市の身近な福祉活動に
つながっています。

10/1　春日市内駅前にて

10月から、募金運動、街頭啓発を行っています。
今年も赤い羽根共同募金活動として、みなさまのあたたかい気持ちが
届いています。

　春日市で今年で４０回目を迎える春日奴国あんどん
祭り、毎年１０月に開催される健康、福祉、子育てを
テーマにしたイベントいきいきフェスタでは、たくさん
のボランティアのご協力により、多くの来場者が楽し
まれていました。

まちのみんなが
ボランティア！

・・・・・・・12月15日・16日
●ゆず湯

・・・・・・・・・・・・・・12月21日

FAX

11/3　イベントにて10/23　イベントにて



1月２５日（水）までに参加を希望される方は電話・
ＦＡＸ・メールで事前にお申込みください。
かすがボランティアセンター
☎５０１-１１３６　　  ５８１-７２５８
　　　kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp
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●井上　天花様
●西田　有希様
●春日市介護を考える家族の会「ひだまりの会」様

●上畠　茉優子様
●匿名　1件

香典返し寄付金
●木下　勝晶様（天神山）
　・・・亡父　木下　明様

物品寄付
●梅木　保正様
●平田台地区シニアクラブ緑翠会様
●春日遊技場組合様
●筑紫遊技場組合様

一般寄付金

福祉会員（平成２８年8月～9月）　個人：10,000円以上　法人・団体：5,000円以上　　　　順不同：5件

●春日市母子寡婦福祉会様　●特定非営利活動法人筑紫原爆被害者の会様　●株式会社　本田組様　●松尾商事有限会社様
●株式会社　友心様

※障害者週間は、障害者自らの自立と社会参加への意欲を高めることや国民の障害に対する理解と認識を深めることを目的とした
　運動が展開される期間です

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 H28.8.1～28.9.30

12月3日～9日は障害者週間です12月3日～9日は障害者週間です12月3日～9日は障害者週間です12月3日～9日は障害者週間です

社会福祉協議会では子どもから大人まで地域の様々な方に春日市の福祉を知っていただくために交流
活動や、体験学習を関係者団体等と連携を取りながら行っています。

　９月25日（日）と１０月２日（日）の２日間社会
福祉センターにて、地域交流事業「アイドル
体験」を劇団やよい座の協力を得て行いまし
た。

だれもが住みやすいまち

障がいのある人とない人の地域交流事業「あいあい広場」

　市母子寡婦福祉会は、今年もひとり親家庭の親子を対象にク
リスマス会を開催します。みんなで集まってクリスマスをにぎや
かに過ごしませんか？
　母子会の会員でない方も、ちょっと話を聞いてみたかった…と
いう方も歓迎します。

　「なにかボランティア活動を始めたい」「空いた時間でなにか出来る
ことはないかな？」等はじめの一歩が踏み出せなかった方や、始める
きっかけがないという方を対象に、参加者と一緒にボランティアについ
て学びませんか！さまざまなボランティア活動の紹介も予定しています。

ひとり親家庭のクリスマス会 初めの
一歩

ビデオ鑑賞、軽食、懇談会、抽選会等内　容

１世帯５００円　12月１日（木）受付開始します参加費

１２月１１日（日）までに電話・FAXでお申し込みください。
（参加者全員の氏名・年齢・電話番号を伝えてください）

申込み

白水大池公園内虹の売店　☎・　  ５９６-９９２５
申し込み・問い合わせ先

１２月１7日(土)　午後5時～９時日　時

社会福祉センター２階　大会議室
（昇町３-１０１）

場　所

ひとり親の
みなさん
集まれ～！！

無料（ただし昼食費として実費（５００円程度）負担あります）参加費
1月25日（水）までに電話・メール・FAXで事前にご連絡下さい申込み

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

申し込み・問い合わせ先

社会福祉センター2階　大会議室（昇町3-101）場　所

ファン応援の
レクチャーを
受けました

ステージで
はじけてます

　１０月２３日のいきいきフェスタ内において地域住民の認知症
に対する理解、関心を深める目的で認知症声かけ体験を開催
しました。

認知症「声かけ」体験を実施

どちらに
お出かけ
ですか～？

参加費
募集！ボランティア入門講座

Eメール
FAXFAX

期　　日

①１月２８日（土）

②２月  ４日（土）

午前１０時～午後3時

午前１０時～午後3時

ボランティアって何？
始める前に心がけておくこと

ボランティア交流会～
活動者の意見をきこう！知ろう！

時　　間 内　　容

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11月15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

リアルサンタをコンセプトに、サンタ・トナカイ・ソリ（車の運転）の3人ひと組で就
学前の子ども達を対象に、クリスマスプレゼントを届けます。
サンタクロースになりきってくれる男性や、プレゼントを渡す準備や鈴を鳴らして
もらえる方を募集しています。

“たのしみ隊”隊員募集もとむ
内　容

12月23日（金・祝）　午後6時～8時日　時

春日市内のサンタクロース訪問の申し込みのあった家庭（抽選）を、
事前に預かったプレゼントを持って車で回ります。

場　所

申し込み・問い合わせ先

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

社会福祉センター （昇町3-101）勉強する場所

希望するところに直接電話する申 込 方 法
右記の時間帯のうちの1時間勉強する時間

問い合わせ先 勉強サポート会 代表 大野　☎070-5693-0264

かすがボランティアセンター
☎501-1136

FAX
Eメール

受付・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

物品提供のお願いお願い

直接、送ってくださる場合は 〒243-0112  神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷3084-1　☎046-281-7457　その他の場合は、かすがボランティアセンターで受け付けています。

1回限りの参加でもかまいません。興味のある方、子どもが好きな
方はぜひ、“たのしみ隊”隊長イブキもしくはボランティアセンターまでお問い合わせください。
隊長イブキ　☎090-8661-9914

日々の暮らしの中でちょっとした困りごとは誰にでもありま
す。高齢や病気、産後間もないなどの理由で、「買い物に行け
ない！」「掃除や料理などの家事ができない！」「ひとりで通院す
るのが不安！」などいろいろあります。
ボランティアグループ“たんぽぽの会”はそんな支援を必要と
する方のお手伝いをしていて、この活動を一緒にしてくださる
方を求めています。

生活おたすけボランティア募集もとむ
内　容

曜　日
月曜日
火曜日
水曜日
土曜日
土曜日
日曜日

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

教 科
英 語
数 学
英 語
英 語
数 学
数 学

　　　申　込　先
松尾 ☎581-0821
大野 ☎591-0264
藤江 ☎595-0040
吉井 ☎080-5200-6222
西村 ☎090-1879-5256
丹宗 ☎572-2393

協力していただける方や
関心のある方は

ぜひ、ご協力ください！

犬・猫の
フードやおやつ、

猫砂、
猫トイレなど

　東日本大震災から、5年と9ヶ月が過ぎようとしています。また、熊本地震からも7ヶ月がたちました。福島県飯館村では、今もまだ帰らぬ家人
を待ちわびる犬・猫が沢山います。今では少なくなりましたボランティアさんが毎週、給餌活動をされていますが、動物たちにとってはそれだけ
が命をつないでくれるご飯になりました。外で暮らす犬・猫ちゃんにとって、特に困難な生活を強いられる季節になってきました。冬が訪れる前に
1頭でも多くの救済をと活動されています。東日本大震災で飼い主とはぐれた犬や猫の保護活動をされている清川しっぽ村さんへどうか、フー
ドのご支援、よろしくお願いいたします。

熊本地震被災動物一時保護は、朝倉市のJ-Taz’sアニマルシェルターの方でも、ボランティア募集されています。
《被災地の犬・猫の救済活動をされている春日市の牛島豊子さんの報告です》

60代の男性で病気の後遺症で手がうまく動かせ
ません。キーボードを使ってリハビリを頑張りたい
と思っています。まだ使えるけど、いらなくなった
キーボードがありましたら寄付してください。

ボランティアしている人、ボランティア活動に
興味のある人、どなたでも参加できる会です。

キーボード

受付・問い合わせ先
福祉ぱれっと館 1階　にじ（小倉3-242-1）
月～金　☎575-2225　担当：轟
午前10時～午後3時30分

●毛糸（毛・アクリル・混合可）
●タオル 新品使い古し可（フェイス・バスタオルなど）

毛糸・タオル

受付・問い合わせ先
老人福祉センター　ナギの木苑（星見ヶ丘1-7-1）
☎595-0513　担当：梅﨑

老人福祉センター“ナギの木苑”では壁面かざりを
して苑内を楽しい雰囲気にしたいと計画していま
す。赤や緑のクリスマス用の色や、その他どんな色
の毛糸でもありましたら寄付してください。

毛　　糸

おしらせ

ボランティア交流会ボランティア交流会
ボランティアって楽しいＷＡ！

わ

平成２９年２月４日（土）　午前１０時～午後３時日　時

春日市福祉ボランティア連絡協議会
かすがボランティアセンター

共　催

【午前】記念講演会「ボランティアを日本語訳すると？」
　　　熊本市ボランティア連絡協議会
　　　会長　潮谷愛一氏

【午後】交流会

内　容

社会福祉センター　２階大会議室（昇町３-１０１）場　所

５００円（昼食代）参加費

申込方法

ボランティア活動をしている人
関心がある人もみ～んなあつまれ！

駐車スペースに限りがありますので
公共の交通機関をご利用ください！

申し込み・問い合わせ先


