
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。

●春日市社会福祉協議会
　平成2９年度予算

今月の

内容
ご報告 ●災害（熊本）義援金受付

●講座・行事のご案内（ボランティア募集）
●社協ヘルパー募集

お知らせ

なかなか運動する
機会がない…

でもスポーツクラブは
ちょっと…

趣味の活動を

したいけど、

何かないかな…

たまには
おおきなお風呂で
のんびりしたい…

各種趣味の教室（ボランティア講座）

そんな時にはナギの木苑に遊びに来ませんか？
おおきなお風呂とさまざまな元気づくりのプログラムでみなさんの
健康づくり・生きがいづくりをお手伝いします！

※ナギの木苑についての情報は、春日市のホームページでご覧になれます。
　また、月間カレンダー（イベントや休館日）やナギの木苑のリーフレットは
社会福祉協議会、いきいきプラザ、市役所、図書館などに設置されています。

♪市内に送迎バスも運行中！
　やよい号での来所も便利ですよ♪

講座や教室にはどなたでも
参加できますのでご連絡ください！

脳トレ・ヘルシーダンス・3B体操・医療講演会
もの作り講座わくわく講座わくわく講座

演芸大会・演奏会・グラウンドゴルフ大会などうきうきイベントうきうきイベント

総合相談・心配ごと相談ほかお困りごと・悩みごとには…お困りごと・悩みごとには…

生きがいUP

健康UP健康UP

S H I A W A S E

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

☎・　 595-0513FAX

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

福祉あんしんセンター

☎588-4117

☎915-1265

☎581-7225

FAX ホームページ Eメール

588-4118

588-4118

581-7258

福祉会員
 募集中!!
1口：1,200円

FAX

香典返し寄付金
●重藤　宏文様（紅葉ヶ丘東）・・・亡父 重藤　信行様
●中溝　牧子様（春日原北町）・・・亡夫 中溝　忠夫様
●吉岡　英子様（紅葉ヶ丘東）・・・亡母 本田　よし子様
●多々納　孝子様（天神山）・・・・・亡母 上森　ユキ様

一般寄付金
●西中　義桂様
●石橋　壮児様
●酒井　光弘様
●かすがばるーんクラブ様
●宝町福祉部様
●松ヶ丘地区福祉推進委員会様
●昇町3-5組様
●陸上自衛隊福岡駐屯地 曹友会様
●岡本地区 おはなしの部屋様
●匿名・・・・・・5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。

●河野　誠一様
●（株）太陽商事様
●平田台緑翠会様
●筑紫遊技場組合様
●匿名・・・・・・3件

物品寄付

福祉会員（平成２9年2月～3月）　個人：10,000円以上　法人・団体：5,000円以上　　順不同：1件

あたたかい善意に感謝いたします H29.2.1～29.3.31

●一般社団法人　春日市体育協会様

今回、「災害救援ベンダー」が設置されました。
停電時でも自動販売機内の飲料を搬出することができます！ 高齢者のサロン活動 公民館での子育てサロン

3B体操

　陸上自衛隊福岡駐屯地「曹友会」（宮口大作会長）
の皆様からチャリティーゴルフ大会・ボウリング大会・
釣り大会の収益金を「春日市が住みよいまちになる
よう、福祉全般に活用して下さい。」と、本会へご寄
付いただきました。
　この寄付は、平成14年から毎年行われているも
ので、今年で16回目となります。
　「曹友会」の皆様は、このような活動のほか、地域貢献活動やボランティア活動に
も活発に取り組まれています。ありがとうございました。

福岡駐屯地　曹友会様

「赤い羽根自動販売機」設置ありがとうございます！「赤い羽根自動販売機」設置ありがとうございます！
飲料代の5％が赤い羽根共同募金に寄付されます。飲料代の5％が赤い羽根共同募金に寄付されます。 問い合わせ先 福岡県共同募金会春日市支会　☎581-7225

●販売業者から売り上げの一部が手数料として
　支払われます。設置・置き換えはすべて無料です。
●費用をかけずに社会貢献できます。
●募金ができる自販機ということで、売上向上が
　見込めます。

設置のメリット

買って
幸せ！
買って
幸せ！

置いて
お得！
置いて
お得！

みんなが
笑顔に！
みんなが
笑顔に！

お問い合わせ先 ナギの木苑
春日市星見ヶ丘1-7-1 ☎593-0513

お住まいの地域の
福祉活動や、

災害時などに幅広く
役立てられています

ちくし台公
民館

社協イメージキャラクター
『ランティ』

平成29年
No.232

6月6月
毎月、お楽しみメニューを企画しています！いきいき！はつらつ

！
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予算予算

平成２9年度　春日市社会福祉協議会

285,660,000円285,660,000円285,660,000円
（単位：千円）

（単位：千円）

補助金収入
37.4%
補助金収入
37.4%

受託金収入
33.6%
受託金収入
33.6%

収  入

共同募金
配分金収入
6.9%

共同募金
配分金収入
6.9% 介護保険収入

11.0%
介護保険収入
11.0%

その他の収入 0.5%その他の収入 0.5% 会費収入 1.6%会費収入 1.6%
寄付金収入
0.7%
寄付金収入
0.7%障害福祉サービス等

事業収入 2.8%
障害福祉サービス等
事業収入 2.8%

事業収入
4.1%
事業収入
4.1%

貸付事業収入
1.4%
貸付事業収入
1.4%

収　　入 収入予算 内　　訳

4,500

2,000

106,820

95,981

11,724

4,000

19,678

31,493

8,114

1,350

285,660

福祉会員会費

一般寄付・香典返し寄付など

配食サービス・福祉センター・ナギの木苑など

福祉資金償還金収入

一般募金・歳末たすけあい配分金

介護報酬収入・利用料など

雑収入・利息・積立金取崩など

地域福祉推進支援・
ボランティアセンター・福祉団体室・
福祉センター・法人運営など
声の広報・配食サービス・福祉バス・
ナギの木苑・安心生活創造事業・
生活困窮者自立支援事業など

自立支援給付費収入・利用料・
タイムケア事業収入など

会 費 収 入

寄付金収入

補助金収入

受託金収入

事 業 収 入

貸付事業収入

共同募金配分金収入

介護保険収入

障害福祉サービ
ス等事業収入

その他の収入

　合　計　

支　出 支出予算 内　　訳

99,086

39,903

100,306

4,463

39,121

2,781

285,660

人件費・通信運搬費・賃借料・積立金など

地域福祉活動推進・
福祉研修ボランティアセンター・
助成事業・あんしんセンター・
あいあい広場など

声の広報・ナギの木苑・配食サービス・
福祉バス・安心生活創造事業・
生活困窮者自立支援事業など

福祉資金・生活福祉資金貸付

ケアプランサービス・
ホームヘルプサービス・予防介護・
障がい者総合支援事業・
タイムケア事業など

法人運営の
た め に

地域福祉推進
の た め に

受 託 事 業

貸 付 事 業

介 護 保 険・
自 立 支 援
事 業 等

次期繰越金

　合　計　

法人運営の
ために
34.7%

法人運営の
ために
34.7%

地域福祉
推進のために
14.0%

地域福祉
推進のために
14.0%

支  出

貸付事業
1.5%
貸付事業
1.5%

受託事業
35.1%
受託事業
35.1%

介護保険・
自立支援事業等
13.7%

介護保険・
自立支援事業等
13.7%

次期繰越金 1.0%次期繰越金 1.0%

　会費は、春日市に住む子育て世帯、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！

福祉会員ご加入のお願い平成29年度

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。

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

・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・

会費（年度更新制）
●社会福祉協議会
●老人福祉センター「ナギの木苑」
●各公民館

加入の窓口

住みよい
まちづくりのために、
力を貸して下さい

　4月号（No.２３１）綴じ込み福祉会員お得情報掲載記事に誤りがありました。関係者の方にご迷惑をおかけしたこと
をお詫びいたします。

「ロン・モード」春日市大土居　 大野城市南が丘1-16パセオ南が丘内　☎707-9937
　　　　　全商品10％引き（一部オーダー品除く）

・内堀　弘子さん　 ・竹森　成昭さん

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。

ご応募ありがとうございました！

Q 赤い羽根はいつから始まった

Q 春日市内に
募金型自動販売機設置台数は

の７０年前が正解①

の44台が正解②

クイズの答え

当選者発表4月号のクイズ

福祉会員
協賛店に関する
訂正と変更

パナソニックエイジフリー介護チェーン福岡南誤

サービス移転されました。

パナソニックエイジフリーショップ福岡南正

?

問い合わせ先 共同募金会春日市支会  ☎581-7225

募金百貨店プロジェクト・
寄付つき商品紹介
募金百貨店プロジェクト・
寄付つき商品紹介
募金百貨店プロジェクト・
寄付つき商品紹介
募金百貨店プロジェクトとは？

春日市では…

福祉と社会に貢献するやさしい仕組み

　赤い羽根共同募金と各店舗（企業）が協力し、それ
ぞれの強みや特徴を生かした「寄付つき商品」を企画
することで、相互利益を得る取り組みです。

赤い羽根共同募金
春日市の福祉をよくする
（共同募金会春日市支会）

自賠責保険

ダブル社会貢献のしくみ

無保険の被害を減らす
（㈱ソリッド）

ピック
アップ！

㈱ソリッド様が、平成26年よりご協力頂いています。

赤い羽根クイズ
当選者発表！
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予算予算
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　赤い羽根共同募金と各店舗（企業）が協力し、それ
ぞれの強みや特徴を生かした「寄付つき商品」を企画
することで、相互利益を得る取り組みです。

赤い羽根共同募金
春日市の福祉をよくする
（共同募金会春日市支会）

自賠責保険

ダブル社会貢献のしくみ

無保険の被害を減らす
（㈱ソリッド）

ピック
アップ！

㈱ソリッド様が、平成26年よりご協力頂いています。

赤い羽根クイズ
当選者発表！
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義援金のご協力ありがとうございます。
ご報告

問い合わせ先 社会福祉法人　福岡県共同募金会春日市支会　☎581-7225

●平成28年熊本地震へ
●平成28年4月地震大分県被災者へ
●岩手県台風10号大雨等災害へ
●平成28年8月20日からの大雨（台風9・10・11号等）災害へ
●平成28年鳥取県中部地震へ
●新潟県糸魚川市における大規模火災へ
各県の共同募金会へ送金いたしました。

熊本地震（H30.3.31まで）、
新潟県糸魚川市大規模火災（H29.6.30まで）は受付しています。

532,038円
　15,000円
13,638円
5,522円
6,690円
11,951円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

現在、義援金受付中（H29.5.1現在）

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 オリックス・バファローズ

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。

　災害義援金は、被災された方に対して、生活再建のためのお見舞金を給付する制度です。
　各都道府県共同募金会に寄せられた義援金は、被災した都道府県の共同募金会を経由し、
全額被災された方々に届けられます。
　被災者が安心できる生活を一刻も早く取り戻すため、災害義援金は役立てられています。

VS

9月13日（水） 9月14日（木）

災害義援金の
使いみち

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！

開　催　日

福岡ヤフオクドーム（福岡市中央区地行浜２-２-２）場　　　所
かすがボランティアセンター（昇町３-１０１）
☎５０１-１１３６

問い合わせ

８/２１（月）までに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

Ａ指定席引換券 ２,５００円（料金前払い）チケット代

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

　耳の不自由な人であることを表すマーク。
　耳が聞こえない、聞こえにくいということは外見ではわかりにくいものです。「聴覚障害は
外見ではわかりにくい。」
　人生の途中で耳が不自由になった人たちは、話すことは可能なため、なおさら自分が聞こ
えないことを隠したり、聞き取れなくても聞こえるふりをしたりする人は少なくありません。
　また、一口に聴覚障がい者といっても障害の状況は同じではなく、手話や筆談など意思疎

通の手段も様々です。それらの人たちのコミュニケーションをサ
ポートするために、このマークはつくられました。このマークを見かけたら、ゆっくりと話し
たり、筆談するなど配慮をしましょう。
　この耳マークの普及、啓発を行うボランティアグループ「でんでん虫」があり、聴覚に障
害がある人たちに、筆談での聞こえの支援活動を行っています。社会福祉センターや、地
域の公民館などにも出向き、筆談体験講座も行っています。ご希望があれば、出張講座
いたします。詳しくはおたずねください。

　この講座に参加することで、難聴者や中途失聴者の方に筆談
でコミュニケーションをとるコツがわかります！ボランティア活動
に興味のある方ならどなたでも参加できる講座です。

ナギの木苑は、高齢者の健康や仲間づくりの場として、さまざまな催し物を開催しています。
参加は無料ですが、別途施設利用料（１００円）が必要となります。

ぜひ体験においでください。お気軽に参加どうぞ！
子どもさんでもできる、簡単な体験です。

昔なつかしの歌や曲を中心に、合唱や合奏、
体操などを行う楽しい介護予防教室です。

耳マーク耳マーク知って
 ますか？

ナギの木苑 教室参加者募集ナギの木苑 教室参加者募集

筆談サポーター１日体験講座筆談サポーター１日体験講座筆談サポーター１日体験講座

？

電話またはファックスでお申込み下さい申込み方法

6月4日～25日の毎週日曜
午後１時30分～３時30分

日　時

50人定　員

老人福祉センター
ナギの木苑
（星見ヶ丘１-７-１）

場　所

同窓口、電話、ファックスの
いずれかで住所、氏名、
年齢、電話番号を伝える

申込方法

ナギの木苑
☎・　  ５９５-０５１３

申込・問い合わせ先

かすがボランティアセンター内
春日きこえの支援サークル「でんでん虫」
☎501-1136　　 581-7258

申込・問い合せ先

FAX

4回コース

ナギの木苑などで介護予防に関する講義やレクリ
エーションなどを実施するための実技中心の講座

７月12日、26日、８月９日、23日、
９月13日、27日の水曜日
午後１時30分～３時30分（全日程）

日　時

25人定　員

FAX

ナギの木苑
☎・　  ５９５-０５１３

申込・問い合わせ先

FAX

老人福祉センターナギの木苑
（星見ヶ丘１-７-１）

場　所

電話、ファックス、窓口のいずれかで
住所、氏名、年齢、
電話番号を伝える

申込方法

リズムで介護予防 はつらつボランティア養成講座

カンボジア
 地雷撤去・

地雷被害者
救済 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

春日市総合防災訓練にて、

を出します。

災害ボランティア
センター体験ブース

平成２９年６月１１日（日）
午前９時～正午

日　時 少雨決行

春日市総合スポーツセンター
（大谷6-28）

場　所

かすがボランティアセンター
☎501-1136

問い合わせ先

▲耳マーク

▲体験講座の様子

どなたでも参加できます

します



54

義援金のご協力ありがとうございます。
ご報告

問い合わせ先 社会福祉法人　福岡県共同募金会春日市支会　☎581-7225

●平成28年熊本地震へ
●平成28年4月地震大分県被災者へ
●岩手県台風10号大雨等災害へ
●平成28年8月20日からの大雨（台風9・10・11号等）災害へ
●平成28年鳥取県中部地震へ
●新潟県糸魚川市における大規模火災へ
各県の共同募金会へ送金いたしました。

熊本地震（H30.3.31まで）、
新潟県糸魚川市大規模火災（H29.6.30まで）は受付しています。

532,038円
　15,000円
13,638円
5,522円
6,690円
11,951円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

現在、義援金受付中（H29.5.1現在）

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 オリックス・バファローズ

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。

　災害義援金は、被災された方に対して、生活再建のためのお見舞金を給付する制度です。
　各都道府県共同募金会に寄せられた義援金は、被災した都道府県の共同募金会を経由し、
全額被災された方々に届けられます。
　被災者が安心できる生活を一刻も早く取り戻すため、災害義援金は役立てられています。

VS

9月13日（水） 9月14日（木）

災害義援金の
使いみち

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！

開　催　日

福岡ヤフオクドーム（福岡市中央区地行浜２-２-２）場　　　所
かすがボランティアセンター（昇町３-１０１）
☎５０１-１１３６

問い合わせ

８/２１（月）までに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

Ａ指定席引換券 ２,５００円（料金前払い）チケット代

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

　耳の不自由な人であることを表すマーク。
　耳が聞こえない、聞こえにくいということは外見ではわかりにくいものです。「聴覚障害は
外見ではわかりにくい。」
　人生の途中で耳が不自由になった人たちは、話すことは可能なため、なおさら自分が聞こ
えないことを隠したり、聞き取れなくても聞こえるふりをしたりする人は少なくありません。
　また、一口に聴覚障がい者といっても障害の状況は同じではなく、手話や筆談など意思疎

通の手段も様々です。それらの人たちのコミュニケーションをサ
ポートするために、このマークはつくられました。このマークを見かけたら、ゆっくりと話し
たり、筆談するなど配慮をしましょう。
　この耳マークの普及、啓発を行うボランティアグループ「でんでん虫」があり、聴覚に障
害がある人たちに、筆談での聞こえの支援活動を行っています。社会福祉センターや、地
域の公民館などにも出向き、筆談体験講座も行っています。ご希望があれば、出張講座
いたします。詳しくはおたずねください。

　この講座に参加することで、難聴者や中途失聴者の方に筆談
でコミュニケーションをとるコツがわかります！ボランティア活動
に興味のある方ならどなたでも参加できる講座です。

ナギの木苑は、高齢者の健康や仲間づくりの場として、さまざまな催し物を開催しています。
参加は無料ですが、別途施設利用料（１００円）が必要となります。

ぜひ体験においでください。お気軽に参加どうぞ！
子どもさんでもできる、簡単な体験です。

昔なつかしの歌や曲を中心に、合唱や合奏、
体操などを行う楽しい介護予防教室です。

耳マーク耳マーク知って
 ますか？

ナギの木苑 教室参加者募集ナギの木苑 教室参加者募集

筆談サポーター１日体験講座筆談サポーター１日体験講座筆談サポーター１日体験講座

？

電話またはファックスでお申込み下さい申込み方法

6月4日～25日の毎週日曜
午後１時30分～３時30分

日　時

50人定　員

老人福祉センター
ナギの木苑
（星見ヶ丘１-７-１）

場　所

同窓口、電話、ファックスの
いずれかで住所、氏名、
年齢、電話番号を伝える

申込方法

ナギの木苑
☎・　  ５９５-０５１３

申込・問い合わせ先

かすがボランティアセンター内
春日きこえの支援サークル「でんでん虫」
☎501-1136　　 581-7258

申込・問い合せ先

FAX

4回コース

ナギの木苑などで介護予防に関する講義やレクリ
エーションなどを実施するための実技中心の講座

７月12日、26日、８月９日、23日、
９月13日、27日の水曜日
午後１時30分～３時30分（全日程）

日　時

25人定　員

FAX

ナギの木苑
☎・　  ５９５-０５１３

申込・問い合わせ先

FAX

老人福祉センターナギの木苑
（星見ヶ丘１-７-１）

場　所

電話、ファックス、窓口のいずれかで
住所、氏名、年齢、
電話番号を伝える

申込方法

リズムで介護予防 はつらつボランティア養成講座

カンボジア
 地雷撤去・

地雷被害者
救済 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

春日市総合防災訓練にて、

を出します。

災害ボランティア
センター体験ブース

平成２９年６月１１日（日）
午前９時～正午

日　時 少雨決行

春日市総合スポーツセンター
（大谷6-28）

場　所

かすがボランティアセンター
☎501-1136

問い合わせ先

▲耳マーク

▲体験講座の様子

どなたでも参加できます

します
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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5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

障がい者と、支援するボランティアとで作る“どらえもんの会”で、総会とレクリエーションを行います。
障がいのある方たちのお話相手や見守りなどをしながら、安全に楽しく進行するよう支援してください。

どらえもんの会の総会支援
内　容

6月24日（土）　午前9時～午後3時日　時

社会福祉センター2階　大会議室（昇町3-101）場　所

無料。昼食は会が準備します参加費

高校生以上の方対　象

もとむ

“ゆう ゆう ゆかい”は通常学級在籍児を対象に、家庭や学校生活の中
で気になるお子様の居場所作りを行っているボランティア団体です。
活動を一緒にしてくださる会員を募集しています。
保護者の相談は、会長の専門士（言語聴覚士）が行います。

春日市子どもの発達地域支援の会 ゆう ゆう ゆかい
内　容

月4回　水曜日の午後6時30分～8時30分
そのうちの3回はグループで子どもたちと関わる活動で学習・自由遊び・
終わりの会などを行い、1回はスタッフ会議をします。

日　時

社会福祉センター3階　和室（昇町3-101）場　所 18歳以上の方対　象

高齢者のお話相手や見守り、お茶出し、
配膳などお願いします。

内　容

午前10時～午後5時のあなたのできる
曜日・時間帯でお願いします。

日　時

茶話本舗デイサービス
しろうずいけ（白水池2-14）

場　所

高校生以上の方対　象

お昼をはさむ場合は昼食持ち物

もとむ

ボランティアセンターにあるタオルで、ぞうきんを縫ってく
ださい。自宅に持ち帰ってもいいし、社会福祉センターに
集まって何人かで縫うことも計画しています。
◆作ったぞうきんは学校や施設に寄付します
◆縫い物が苦手な人でも参加できます

ぞうきんを縫ってください
内　容

持ち帰ってくださる方は自分の都合の良い時にタオルを
取りに来てください。
一緒に作業を行う場合は、参加を希望される方々の意見
で活動日を決めます。

日　時

もとむ

ボランティアグループ“布絵本イルカくらぶ”は布絵本・エプロンシア
ター・布のおもちゃなどを制作し、それを貸し出す活動をしています。
子どもから高齢者まで幅広く楽しめるイルカくらぶの作品を大いに活
用してみませんか！地域のサロン活動、託児活動、子ども会、学校、家庭
でなど、団体でも個人でも利用できます。

楽しく遊べる「布絵本・布おもちゃ」貸し出します
内　容

※毎週月曜日　午前10時～正午
※社会福祉センター（昇町3-101）1階ボランティアルームにて
※貸出期間　1週間（返却も月曜日、ボランティアルームで）
※団体は5点、個人は2点までの貸し出し
※キリンの輪投げ、魚つりセット、的あて、
布で作った野菜・果物・ケーキ・お弁当
など、楽しくて大人も夢中になりますよ。

貸し出し

視覚に障がいのある人を対象に、市報かす
が、市議会だよりなど、市政や地域の話
題、福祉に関するお知らせなど情報をCD
に録音し、配布しています。配布は無料で
す。希望者は連絡してください。

内　容

市内に居住し、身体障害者手帳の交付を受
けている視覚障がい者で配布を希望する人

対　象

第4郵便（無料）で郵送。
返却する必要はありません。

配布方法

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

申込・問い合わせ先

します

障がいのある方たちが健康維持を目的に水泳をされて
います。プールに入って簡単な水泳の基本指導をお願い
します。

障がいのある方たちの水泳支援
内　容

毎週土曜日　午前10時～午後1時
（正午までに終わることもあります）

日　時

クローバープラザ　アリーナ棟のプール（原町3-1-7）場　所

ロッカー代（100円）は各自で負担参加費

水着、ゴーグル、タオルなど持ち物

もとむ

“声の広報”配布していますします

高齢者施設でのお手伝いもとむ

FAX

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を行っています。
関係書類等ありましたらご持参下さい。

６月７日（司）・１４日（行）・２１日（行）・２８日（司）
７月５日（司）・１２日（行）・１９日（行）・２６日（司）

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。
毎週水曜日

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？

６月３日（土）・１０日（土）・２４日（土）
７月１日（土）・８日（土）・１５日（土）・２２日（土）

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！

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
午前９時３０分～午後０時３０分
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）

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。

6月 9・２3日（金）
7月１4・28日（金）

おおきくな～れ！
子ども一時預かり

毎月
第２・４金曜日

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

一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談

ナギの木苑出張相談 6月１日（木）午後１時～3時（司法書士が入ります）

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

高齢者や障がい者など
日常生活のちょっとした

困りごとは…

介護サービス、日常生活についてのわからないことは
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、日常生活についてのわからないことは
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…

生活を支援します
ホームヘルパーステーション
 ☎ 588-4117
　　588-4118FAX

相談日
相談日

場　所
場　所

時　間
時　間

場　所

対　象

時　間

利用料

申込・問い合わせ先

社会福祉協議会は
子育て中の家庭を
応援しています！

ホームヘルパー募集中！ホームヘルパー募集中！
福祉の現場で

わたしたちと一緒に働きませんか？

　春日市社協ではホームヘルパーとして働いて下さ
る方を募集しています。定期的な研修でレベルアップ
を図るなど、初めての方でも安心して働ける職場（処
遇改善加算Ⅱ届出事業所）です。
　詳しいことを知りたい方、相談をしたい方もまずは
ご連絡ください。

ホームヘルパー２級以上、
看護師、介護福祉士の
資格をお持ちの方
履歴書・修了証などの
写し

応募資格

提出書類

春日市社会福祉協議会
地域福祉課
☎581-7225

申し込み・問い合わせ先

ゴミだし、見守り、掃除などの
家事支援
おたすけサービス（住民相互の助け合い活動）
☎５８１-７２２５  　　５８１-７２５８FAX

貸出用作品の一部▶
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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5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

障がい者と、支援するボランティアとで作る“どらえもんの会”で、総会とレクリエーションを行います。
障がいのある方たちのお話相手や見守りなどをしながら、安全に楽しく進行するよう支援してください。

どらえもんの会の総会支援
内　容

6月24日（土）　午前9時～午後3時日　時

社会福祉センター2階　大会議室（昇町3-101）場　所

無料。昼食は会が準備します参加費

高校生以上の方対　象

もとむ

“ゆう ゆう ゆかい”は通常学級在籍児を対象に、家庭や学校生活の中
で気になるお子様の居場所作りを行っているボランティア団体です。
活動を一緒にしてくださる会員を募集しています。
保護者の相談は、会長の専門士（言語聴覚士）が行います。

春日市子どもの発達地域支援の会 ゆう ゆう ゆかい
内　容

月4回　水曜日の午後6時30分～8時30分
そのうちの3回はグループで子どもたちと関わる活動で学習・自由遊び・
終わりの会などを行い、1回はスタッフ会議をします。

日　時

社会福祉センター3階　和室（昇町3-101）場　所 18歳以上の方対　象

高齢者のお話相手や見守り、お茶出し、
配膳などお願いします。

内　容

午前10時～午後5時のあなたのできる
曜日・時間帯でお願いします。

日　時

茶話本舗デイサービス
しろうずいけ（白水池2-14）

場　所

高校生以上の方対　象

お昼をはさむ場合は昼食持ち物

もとむ

ボランティアセンターにあるタオルで、ぞうきんを縫ってく
ださい。自宅に持ち帰ってもいいし、社会福祉センターに
集まって何人かで縫うことも計画しています。
◆作ったぞうきんは学校や施設に寄付します
◆縫い物が苦手な人でも参加できます

ぞうきんを縫ってください
内　容

持ち帰ってくださる方は自分の都合の良い時にタオルを
取りに来てください。
一緒に作業を行う場合は、参加を希望される方々の意見
で活動日を決めます。

日　時

もとむ

ボランティアグループ“布絵本イルカくらぶ”は布絵本・エプロンシア
ター・布のおもちゃなどを制作し、それを貸し出す活動をしています。
子どもから高齢者まで幅広く楽しめるイルカくらぶの作品を大いに活
用してみませんか！地域のサロン活動、託児活動、子ども会、学校、家庭
でなど、団体でも個人でも利用できます。

楽しく遊べる「布絵本・布おもちゃ」貸し出します
内　容

※毎週月曜日　午前10時～正午
※社会福祉センター（昇町3-101）1階ボランティアルームにて
※貸出期間　1週間（返却も月曜日、ボランティアルームで）
※団体は5点、個人は2点までの貸し出し
※キリンの輪投げ、魚つりセット、的あて、
布で作った野菜・果物・ケーキ・お弁当
など、楽しくて大人も夢中になりますよ。

貸し出し

視覚に障がいのある人を対象に、市報かす
が、市議会だよりなど、市政や地域の話
題、福祉に関するお知らせなど情報をCD
に録音し、配布しています。配布は無料で
す。希望者は連絡してください。

内　容

市内に居住し、身体障害者手帳の交付を受
けている視覚障がい者で配布を希望する人

対　象

第4郵便（無料）で郵送。
返却する必要はありません。

配布方法

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

申込・問い合わせ先

します

障がいのある方たちが健康維持を目的に水泳をされて
います。プールに入って簡単な水泳の基本指導をお願い
します。

障がいのある方たちの水泳支援
内　容

毎週土曜日　午前10時～午後1時
（正午までに終わることもあります）

日　時

クローバープラザ　アリーナ棟のプール（原町3-1-7）場　所

ロッカー代（100円）は各自で負担参加費

水着、ゴーグル、タオルなど持ち物

もとむ

“声の広報”配布していますします

高齢者施設でのお手伝いもとむ

FAX

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を行っています。
関係書類等ありましたらご持参下さい。

６月７日（司）・１４日（行）・２１日（行）・２８日（司）
７月５日（司）・１２日（行）・１９日（行）・２６日（司）

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。
毎週水曜日

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？

６月３日（土）・１０日（土）・２４日（土）
７月１日（土）・８日（土）・１５日（土）・２２日（土）

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！

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
午前９時３０分～午後０時３０分
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）

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。

6月 9・２3日（金）
7月１4・28日（金）

おおきくな～れ！
子ども一時預かり

毎月
第２・４金曜日

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

一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談

ナギの木苑出張相談 6月１日（木）午後１時～3時（司法書士が入ります）

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

高齢者や障がい者など
日常生活のちょっとした

困りごとは…

介護サービス、日常生活についてのわからないことは
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、日常生活についてのわからないことは
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…

生活を支援します
ホームヘルパーステーション
 ☎ 588-4117
　　588-4118FAX

相談日
相談日

場　所
場　所

時　間
時　間

場　所

対　象

時　間

利用料

申込・問い合わせ先

社会福祉協議会は
子育て中の家庭を
応援しています！

ホームヘルパー募集中！ホームヘルパー募集中！
福祉の現場で

わたしたちと一緒に働きませんか？

　春日市社協ではホームヘルパーとして働いて下さ
る方を募集しています。定期的な研修でレベルアップ
を図るなど、初めての方でも安心して働ける職場（処
遇改善加算Ⅱ届出事業所）です。
　詳しいことを知りたい方、相談をしたい方もまずは
ご連絡ください。

ホームヘルパー２級以上、
看護師、介護福祉士の
資格をお持ちの方
履歴書・修了証などの
写し

応募資格

提出書類

春日市社会福祉協議会
地域福祉課
☎581-7225

申し込み・問い合わせ先

ゴミだし、見守り、掃除などの
家事支援
おたすけサービス（住民相互の助け合い活動）
☎５８１-７２２５  　　５８１-７２５８FAX

貸出用作品の一部▶



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。

●春日市社会福祉協議会
　平成2９年度予算

今月の

内容
ご報告 ●災害（熊本）義援金受付

●講座・行事のご案内（ボランティア募集）
●社協ヘルパー募集

お知らせ

なかなか運動する
機会がない…

でもスポーツクラブは
ちょっと…

趣味の活動を

したいけど、

何かないかな…

たまには
おおきなお風呂で
のんびりしたい…

各種趣味の教室（ボランティア講座）

そんな時にはナギの木苑に遊びに来ませんか？
おおきなお風呂とさまざまな元気づくりのプログラムでみなさんの
健康づくり・生きがいづくりをお手伝いします！

※ナギの木苑についての情報は、春日市のホームページでご覧になれます。
　また、月間カレンダー（イベントや休館日）やナギの木苑のリーフレットは
社会福祉協議会、いきいきプラザ、市役所、図書館などに設置されています。

♪市内に送迎バスも運行中！
　やよい号での来所も便利ですよ♪

講座や教室にはどなたでも
参加できますのでご連絡ください！

脳トレ・ヘルシーダンス・3B体操・医療講演会
もの作り講座わくわく講座わくわく講座

演芸大会・演奏会・グラウンドゴルフ大会などうきうきイベントうきうきイベント

総合相談・心配ごと相談ほかお困りごと・悩みごとには…お困りごと・悩みごとには…

生きがいUP

健康UP健康UP

S H I A W A S E

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

☎・　 595-0513FAX

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

福祉あんしんセンター

☎588-4117

☎915-1265

☎581-7225

FAX ホームページ Eメール

588-4118

588-4118

581-7258

福祉会員
 募集中!!
1口：1,200円

FAX

香典返し寄付金
●重藤　宏文様（紅葉ヶ丘東）・・・亡父 重藤　信行様
●中溝　牧子様（春日原北町）・・・亡夫 中溝　忠夫様
●吉岡　英子様（紅葉ヶ丘東）・・・亡母 本田　よし子様
●多々納　孝子様（天神山）・・・・・亡母 上森　ユキ様

一般寄付金
●西中　義桂様
●石橋　壮児様
●酒井　光弘様
●かすがばるーんクラブ様
●宝町福祉部様
●松ヶ丘地区福祉推進委員会様
●昇町3-5組様
●陸上自衛隊福岡駐屯地 曹友会様
●岡本地区 おはなしの部屋様
●匿名・・・・・・5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。

●河野　誠一様
●（株）太陽商事様
●平田台緑翠会様
●筑紫遊技場組合様
●匿名・・・・・・3件

物品寄付

福祉会員（平成２9年2月～3月）　個人：10,000円以上　法人・団体：5,000円以上　　順不同：1件

あたたかい善意に感謝いたします H29.2.1～29.3.31

●一般社団法人　春日市体育協会様

今回、「災害救援ベンダー」が設置されました。
停電時でも自動販売機内の飲料を搬出することができます！ 高齢者のサロン活動 公民館での子育てサロン

3B体操

　陸上自衛隊福岡駐屯地「曹友会」（宮口大作会長）
の皆様からチャリティーゴルフ大会・ボウリング大会・
釣り大会の収益金を「春日市が住みよいまちになる
よう、福祉全般に活用して下さい。」と、本会へご寄
付いただきました。
　この寄付は、平成14年から毎年行われているも
ので、今年で16回目となります。
　「曹友会」の皆様は、このような活動のほか、地域貢献活動やボランティア活動に
も活発に取り組まれています。ありがとうございました。

福岡駐屯地　曹友会様

「赤い羽根自動販売機」設置ありがとうございます！「赤い羽根自動販売機」設置ありがとうございます！
飲料代の5％が赤い羽根共同募金に寄付されます。飲料代の5％が赤い羽根共同募金に寄付されます。 問い合わせ先 福岡県共同募金会春日市支会　☎581-7225

●販売業者から売り上げの一部が手数料として
　支払われます。設置・置き換えはすべて無料です。
●費用をかけずに社会貢献できます。
●募金ができる自販機ということで、売上向上が
　見込めます。

設置のメリット

買って
幸せ！
買って
幸せ！

置いて
お得！
置いて
お得！

みんなが
笑顔に！
みんなが
笑顔に！

お問い合わせ先 ナギの木苑
春日市星見ヶ丘1-7-1 ☎593-0513

お住まいの地域の
福祉活動や、

災害時などに幅広く
役立てられています

ちくし台公
民館

社協イメージキャラクター
『ランティ』

平成29年
No.232

6月6月
毎月、お楽しみメニューを企画しています！いきいき！はつらつ

！


