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福祉会員
 募集中!!
1口：1,200円

FAX

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

１,２００円
　１０,０００円
５,０００円
３０,０００円

・・・・・・・・・

・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・

・・・・・・・・ 

福祉会員協賛店

加入の窓口

会費（年度更新制）

●社会福祉協議会（☎581-7225 事業総務担当）
●老人福祉センター「ナギの木苑」●各公民館
※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。

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（子育て講演会）案内　●ボランティア交流会報告

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。

春日市の地域福祉を推進していくための会員制度です。
誰もが安心して暮らせるまちづくりのために、今年度もご加入お願
いいたします。

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。

福祉会員に1,200円以上ご協力いいただいた
　　　　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！

平成２９年度会費は４月１日～平成３０年３月３１日
までいつでも、何口でもご加入可能です！

会費の使いみちは？ お得な特典も♪

福祉会員への加入方法は？

福祉会員に賛同します！

春日市社会福祉協議会 福祉会員とは？

個人会員

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♪

4月１4日・２8日（金）、
5月１2日・26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

春日市社会福祉協議会　地域福祉課ボランティアセンター
☎５0１-1136

申込み・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。

社会福祉センター４階　多目的室

※（司）は司法書士、（行）は行政書士が入ります。
※5月3日（水）は祝日の為5月2日（火）に変更しています。

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？

4月  8日・１5日・２２日
5月１3日・２0日・２７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
☎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

4月5日（司）・12日（行）・１9日（行）・２6日（司）
5月2日（司）・10日（行）・１7日（行）・２4日（司）・31日（行）

毎週水曜日

一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談

『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。

　2月4日（土）に福祉センターでボランティア交流会を開催しま
した。この会は、春日市福祉ボランティア連絡協議会とかすがボ
ランティアセンターの共催で開催しており、毎年会場に入りきれ
ないほどのボランティアさんが集まります。様々な分野でそれぞ
れ活動しているみなさんが一堂に会し、互いの活動について学
びあい、交流し、同じ仲間のいる喜びを分かちあいながらボラン
ティアとしての心と絆を深める充実した会となりました。

熊本市ボランティア連絡協議会会長
潮谷　愛一氏による講演会

グループ交流会では、「災害時のボラン
ティア」をテーマとし色々な意見交換がな
されていました。

社会福祉協議会は
子育て中の家庭を
応援しています！

ボランティア交流会報 告

●木村　節子様
●石橋　壮児様

●金堂　実様
●なごみの部屋様

●学びすと春日様
●㈱ソリッド様

●匿名　2件
物品寄付
●学びすと春日様
●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12月～平成２9年1月）　個人：10,000円以上　法人・団体：5,000円以上　　　　順不同：2件
●匿名　　2件

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 H28.12.1～29.1.31

午後
交流会

午前
講演会

～ボランティアって楽しいＷＡ!～

子育て
サロン

ふれあい・
いきいき
サロン

住民が主体となった地域の福祉活動
が行われています

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

住民相互のたすけあい活
動です。日常生活に支障
がある人に対し、サポー
ターが家事等の支援を行
います。

おたすけサービス
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 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

福祉機器の貸し出し

平成29年
度
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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

　現代の子育て事情は変化しています。九州ルーテル学院名誉教授の潮谷愛一氏によるアメリカでの情緒障害の研究と
長年の教育現場に携わってきた経験をもとに赤ちゃんの脳の研究の進歩から理にかなった愛着（attachment）のかけかた、
健全な子育てについてのお話です。

　平成29年1回目の《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♪ぜひ、出店し
てみませんか！」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おります。

５月１３日（土）
午前１時３０分～３時３０分

日　時

申込み・問い合わせ先

場　所 社会福祉センター ２階
大会議室（昇町３-１０１）

6月4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）

参加費・
託児料

無料　託児20名（生後6ヶ月～未就学児対象）
※事前予約要（先着順） ※託児の必要な方は5月２日までにお申込み下さい。

定　員 ３０名（先着順。定員になり次第〆切）

内　容 「“子育て愛”を考える！」 講師：潮谷　愛一氏
※大人のみの参加となります。お子さんは託児等をご利用ください。

子育て地域推進事業 春っ子ひろば

社会福祉協議会　ボランティアセンター　☎５0１-1136  　  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

申込み・問い合わせ先
〒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

託児あり！

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。
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）
４月１日（土）～４月２4日（月）（当日消印有効）
「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。

※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
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マ
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ケ
ッ
ト
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社
協
　
行

開催します！

講師プロフィール 潮谷　愛一
日本社会事業大学卒
アメリカウィッテンバーグ大学、
情緒障害児施設にて一年間研
修、帰国後２０年子育ての教育に
関わり、子どもホームの運営にも
携わる。

出 店 料

販売内容

申込受付

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

｛物品の整理や値段つけなど

●第2・3月曜日
●火曜日

●木曜日

午前10時30分～正午
午前10時30分～正午
午後　1時30分～3時30分
午前10時30分～正午

生活訓練の時間のプリント学習のお手伝いなど
創作活動（貼り絵）のお手伝い
創作活動（手芸・小物づくり）のお手伝い
健康体操・生活訓練の補助、サポート

その他、月1回程度
レクリエーションに
同行可能であれば、
 お願いします。

・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

ボランティア活動保険平成29年度

各曜日、1名程度の募集です。
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

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開催しま
す。物品バザー、食品バザーなどの事前の準備と、バザー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

障がいのある方々の仕事の場である‶はるかぜ”では、障がいのある本人たちの活動を支援
してくれるボランティアさんを求めています。

知的障がい者への支援もとむ
内　容 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

障害福祉サービス事業所
多機能型 はるかぜ（星見ヶ丘1-8）

場　所

知的障がい者に理解のある
18歳以上の男女

対　象

日時と内容

高齢者施設を利用されている方がイキイキと楽しく
生活できるよう、クラブ活動をしようと予定していま
す。書道、手芸、折り紙、カラオケ、絵手紙などを教え
ながら利用者（8～10名）と一緒に楽しんでいただけ
る方を募集しています。

趣味や特技を活かしてボランティアもとむ
内　容

〈事前の準備〉6月2日（金）午後2時～5時
　　　　　　　　3日（土）午前9時～正午、午後2時～5時
〈当日のお手伝い〉4日（日）●物品ブースで販売のお手伝い　　　　午前9時～午後4時30分
　　　　　　　　　　　　●食品ブース（焼きソバなど）でお手伝い  午前8時45分～午後2時
　　　　　　　　　　　　●駐車場係　　　　　午前8時30分～正午、正午～午後3時30分

日　時

社会福祉センター（昇町3-101）場　所

動きやすい服装、昼食は各自で準備持ち物

月曜日～土曜日
午後1時30分～3時の間の60分～90分程度
曜日や回数はボランティアさんに合わせます

日　時

エフコープデイサービス　りんご庵光町（光町2-91）場　所
18歳以上の方対　象

社会福祉センター（昇町3-101）
勉強する場所

下記の時間帯のうちの1時間
勉強する時間

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 代表 大野  ☎070-5693-0264問い合わせ先

受付・問い合わせ先
特別養護老人ホーム かすがの郷（塚原台3-129）
☎595-6060　担当：楠田

物品提供のお願いお願い

“かすがフリーマーケット in 社協”
開催のための物品

●将棋盤と駒
　施設に入所されている方が、余暇活動の時
間に使われます。
●ミシン
　直線縫いを中心とした家庭用の普通のミシン。

将棋盤・ミシン

受付・問い合わせ先
障害者生活支援センター にじ
（小倉3-242-1 ぱれっと館）
☎575-2225（月～金）　担当：轟

●毛糸は太さ、色、種類に関わらず何でも可。また
手編みのセーター・マフラーなど、ほどいて編み
直せるものはそのままでも可。
●タオルは新しい物でも、使い古しの物でも可。

日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障します。
保険期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までとなります。

毛糸・タオル

受付・問い合わせ先
（財）カンボジア地雷撤去キャンペーン事務局
（福岡市早良区西新1-7-10-702）
☎833-7575

書き間違って出せなくなったり、使わないまま古くなってし
まったなどというハガキがありましたらカンボジアの地雷
撤去の活動を支援する団体に寄付して協力してください。
ハガキは官製ハガキで、投かんしてない物に限ります。

書き損じハガキ・未使用切手

春日市社会福祉協議会では、6月4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。

内　　容 受付・問い合わせ先

※持って行けない場合は、ボランティアセンターでも受け付けています

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、
使用済み陶器等は受け付けていません。

品物の内容
社会福祉協議会 地域福祉課（昇町3-101）
☎581-7225　　 581-7258
担当：岩下

FAX

（　　　　　　　　　　　　　　　）中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日から
平成30年3月31日となります

かすがボランティアセンター　
☎501-1136
月～土：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がありますので、
お問い合わせください。

問い合わせ先基本タイプ 350円

Ａプラン Bプランタイプ
プラン

天災タイプ 500円

510円

710円

年
間
保
険
料

（
掛
金
）

はがきに表紙の「赤い羽根クイズ」の答え、住所、
氏名、電話番号と今月号についてひとことを書いて
お送り下さい。 正解者の中から抽選で10名様に
図書カード（500円分）を差し上げます。

応募方法

4月末日締め切り 本紙6月号に掲載発　　表

〒816-0851 春日市昇町３-１０１
春日市社会福祉協議会「赤い羽根クイズ」係

応 募 先

赤い羽根
クイズ

赤い羽根共同募金はいつからはじまったの？
①70年前　②50年前　③20年前　④15年前

Q

赤い羽根自販機で飲み物を購入すると、
お金の一部が共同募金に募金される
仕組みがあります。春日市内には何台
設置されているでしょうか？ 
①101台　②４４台　③15台　④１台

Q

クイズ

福岡ヤフードーム（福岡市中央区地行浜２-２-２）場　所

Ａ指定席引換券 ２,５００円（料金前払い）チケット代

5/19（金）までに社会福祉協議会ボランティアセンター
へお申込み下さい。料金は前払いとなっております。
チケットは試合当日の1～3週間前までにお渡しします。

申込み方法

かすがボランティアセンター（昇町３-１０１）
☎５０１-１１３６

問い合わせ

開催日

チャリティ野球チケットのご案内チャリティ野球チケットのご案内

A指定席（4,300円） 2,500円2,500円
福岡ソフトバンクホークス 東京ヤクルトスワローズ

福岡ヤフオク！ドームで行われる野球の観戦チケット、Ａ指定席４,３００円を２,５００円にて販売します。
チケット料金の内、５００円がカンボジア地雷撤去のチャリティにあてられます。

カンボジア
 地雷撤去・

地雷被害者
救済

主催：一般財団法人 カンボジア地雷撤去キャンペーン（ＣＭＣ）　協力：福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社

VS

6月6日（火） 6月7日（水）ナイター戦（午後6時 試合開始）

野球チケットを購入することが
カンボジアの地雷撤去につながります！


