
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。

今月の

内容
●赤い羽根共同募金スタート！
   市民福祉講座ご案内　
●秋の一斉ボランティア募集　
   フリーマーケットin社協

お知らせ
宇土 邦治 さん
（大野城市）

かすがの車窓から
小倉東地区カフェ
（調整中）

地域福祉活動紹介
春日ゆりかもめ
アイの会

PICK UP団体紹介

自分の町をよくしたいというキモチで、地域で
孤立する人を守ったり、障がいのある方々と
ふれあったり、子育てのサポートをしたり。春日
市で集まった赤い羽根共同募金は、私たちの町
を支える大切な福祉活動に役立てられています。

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

　小倉東地区では、住民の方を対象に、公民館に誰もが
気軽にこれるおしゃべりの場として「カフェ」を始めました。
カフェでは、月２回、コーヒーやお茶等をのみながら、楽しく
会話がはずんでいます。とても和みを感じるひとときです。

小倉東地区
カフェ「和（なごみ）」

地域福祉活動紹介地域福祉活動紹介地域福祉活動紹介

　点字翻訳、拡大本、点字講座、
点字啓発のために、小学校の総合
学習。現在27名にて毎週金曜日午
前10時から社会福祉センターボラン
ティアルームにて活動しています。

点字ボランティア講座
毎年4月に初心者向けの点字入門
講座を開催しています。

福祉学習　
小学生対象に視覚障がい者の理解
を深める学習支援を行っています。

活動内容

ボランティアグループ「ゆりかもめアイの会」 
かすがボランティアセンター ☎092-501-1136

問い合わせ先

毎月第１・３水曜日　13：00～16：00
100円（お菓子や飲み物代）　
　 小倉東地区（小倉2-22） ☎571-0901

　最初は盲導犬パピーウォーカーとしてボランティアで
関わっていた宇土さん。現在、市内の高齢者施設でのドッ
グセラピーのボランティアとして慰問活動をされて2年目に
なるとの事。
　人と動物とのふれあいを通して、なにかいろんな役にたつ
ことがきっとできるとおもい、今の地域でできるボランティア
につながったそうです。パートナーとセラピー犬に対するきめ
細やかな気配りをお話を伺っていくうちに感じられました。

　社会人になり、仕事で転勤先（札幌）にいたときに盲導犬の
存在を知るきかっけがあり、興味をもちましたが、仕事柄異動も
多くあり、叶いませんでした。定年後になって福岡で落ち着いた
ころ、盲導犬のパピーウォーカーとして現在まで4頭飼育し、
その内2頭が盲導犬としてお手伝いをしています。
　その際に自分の母親が犬と接しているときの穏やかな表情
を見ていくたびに動物のもつ「癒し」(＝ドッグセラピー）を肌で実
感しました。その後、盲導犬を通して縁があったゴールデンレト
リバーの飼い主さんと一緒に、母親が入所する事になった施設
を訪問し、ほかの高齢者の方々と接する機会を与えられたこと
がドッグセラピーとしてのボランティア活動のはじまりでした。
（※パピーウォーカーは生後２ヶ月から１０ヶ月間飼育する役目）

ボランティア活動のきっかけは？

　高齢者の方々も、以前にペットを飼われていた方もいらっしゃ
り、動物と接するときに普段は絶対に見られない表情がみれて、
笑顔や、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

　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、活動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

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57回

プロフィール

氏 名：宇土 邦治さん
　　　（大野城市）
趣 味：写真、音楽鑑賞

ボランティアグループ
「ゆりかもめアイの会」

主に視覚障がい者の生活支援として
点訳ボランティア活動を行っています。

団体紹介

セラピー犬のけんしろう君（左）とりりかちゃん（右）

福岡県共同募金会春日市支会では、下記の日程・時間に街頭募金を実施します。
お見かけの際には募金のご協力をよろしくお願いします。

西鉄春日原駅　JR春日駅
JR博多南駅(新幹線)

１０月2日（月） 
午前７：４５～８：３０ 　

街頭募金実施のお知らせ街頭募金実施のお知らせ

場　所

日　時

西鉄春日原駅　JR春日駅
JR博多南駅(新幹線)

１０月31日（火） 
午前７：４５～８：３０ 　

場　所

日　時

今年もご協力
お願い致します

（10月1日～12月31日）

あなたのやさしさが、地域の福祉活動を支えています！

10月１日からスタート！赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

日　　時

参 加 費

問い合わせ先

社協イメージキャラクター
『ランティ』

平成29年
No.234

10月10月
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赤い羽根共同募金

　生前整理業務の１％を赤い羽根共同募金と
社会福祉協議会に寄付いただくことになりました。
８月８日（火）調印式
〇寄付付き商品とは…各企業等が提供する
商品を住民が購入（利用）するごとに、一定の
割合で企業等が売り上げの一部を共同募金
会に寄付するものです。

飲料代の５％が赤い羽根共同募金に寄付
されます。

〇平成２９年　九州北部豪雨災害では…
　災害ボランティアセンターの運営費として役立てられま
した。この他にも、春日市内の地域福祉活動や県内の
福祉施設等に配分されています。

赤い羽根共同募金のゆくえ　「赤い羽根自動販売機」設置
ありがとうございます！

平成２9年度 市民福祉講座のご案内
友心まごころサービス　代表取締役　岩橋 ひろし氏
　生前整理は元気なうちに身の回りの整理を自分自身で考えて行います。
人生には必ず終わりを迎える時が訪れます。遺された人にかかる負担を
少しでも軽くするためにはどうすればいいか考えてみませんか。

講　　師

「想いやりをかたちに！」テ ー マ

平成２９年１１月１日（水）10：00～1２：０0日 　　時

１００名　定　　員
無料参  加  費

託児あり
（無料。
　生後５カ月以上。
 定員１０名。）

託　　児

場　　       所

お申込み方法
託児受付け

申 込 み 先

どちらも、春日市社会福祉センター２階大会議室にて（手話通訳、要約筆記が必要な方はご連絡下さい。）
１１月１日は１０月２０日（金）まで、１１月１２日は１０月３１日（火）までに申込んでください。
１０月６日（金）より、電話・ファックスにて受け付け、定員になり次第、締め切ります。
社会福祉法人 春日市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉担当　☎５８１-７２２５　　 ５８１-７２５８

場　　所 社会福祉センター内（昇町３－１０１）
日　　程 １１月１９日（日） 午前１０時～午後２時３０分

FAX

11
月
1
日（
水
）
11
月
12
日（
日
）

出店者☆募集

　今年2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♪出店してみませんか！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。

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

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）
９月１８日（月）～１０月１３日（金）午後５時まで
「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）

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

出 店 料

販売内容

申込受付

　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。健康チェックや薬剤師体験
コーナー、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！実感して下さい。多くの方のご来場お待ちしております。

１０月２２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
※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、福祉ぱれっと館前がバス停となります。 
※コミュニティバスセンターと会場との間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。

いきいきフェスタ春日 ２０１７福　祉 健　康 子育て

※抽選結果は後日はがきにてお知らせいたします。

かすがフリーマーケット
in社協

今年もご協力お願いいたします！（１０月１日～１２月３１日）

寄付つき商品 春日市第２弾！ 福岡県内１０１番目！

株式会社　友心
「セカンドライフ応援隊
  ～ずっとあんしんこれから人生～」

▶上白水地区公民館にて「災害ベンダー」
が設置され、停電時でも自販機内の飲料
搬出ができるものです。

問い合わせ先

福岡県共同募金会春日市支会　
☎581-7225

義援金のご協力ありがとうございます。ご報告

九州北部豪雨災害に対し　
福岡県共同募金会へ208,232円
大分県共同募金会へ  24,025円　送金いたしました。
今年12月28日まで受付け致します。 （H29.8.31現在）

福岡わかもの就労支援プロジェクト　代表　鳥巣 正治氏
　働きたいと思っているが働けない、仕事が長続きしない、ひきこもりがちな方
などが仕事に就くことができるように支援しています。どのような支援を行なって
いるか伺います。また、講演会後に個別相談会も行います（予約のみ先着順２名）。

講　　師

「ひきこもりの若者への就労支援」テ ー マ

平成２９年１１月１２日（日）1３：３0～1５：０0日 　　時

１００名　定　　員
無料参  加  費

託児あり
（無料。
　生後５カ月以上。
 定員１０名。）

託　　児

1

2

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。 

ボランティア活動に 災害支援に使用する資材に

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。

募金百貨店プロジェクトについての問い合わせ先

共同募金会春日市支会　☎５８１-７２２５

遺品整理・生前整理、特殊清掃、不動産売買、空家整理（調査・管理）、各種お祓い・ご供養、
永代供養付納骨（ペット可）、各種リフォーム、各種手続き代行（相続関係）
株式会社　友心　筑紫野市大字原２６５-４　☎０１２０-９６０-８７７（受付時間 ２４時間電話受付対応）主な業務
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いきいきフェスタ春日 ２０１７福　祉 健　康 子育て

※抽選結果は後日はがきにてお知らせいたします。

かすがフリーマーケット
in社協

今年もご協力お願いいたします！（１０月１日～１２月３１日）

寄付つき商品 春日市第２弾！ 福岡県内１０１番目！

株式会社　友心
「セカンドライフ応援隊
  ～ずっとあんしんこれから人生～」

▶上白水地区公民館にて「災害ベンダー」
が設置され、停電時でも自販機内の飲料
搬出ができるものです。

問い合わせ先

福岡県共同募金会春日市支会　
☎581-7225

義援金のご協力ありがとうございます。ご報告

九州北部豪雨災害に対し　
福岡県共同募金会へ208,232円
大分県共同募金会へ  24,025円　送金いたしました。
今年12月28日まで受付け致します。 （H29.8.31現在）

福岡わかもの就労支援プロジェクト　代表　鳥巣 正治氏
　働きたいと思っているが働けない、仕事が長続きしない、ひきこもりがちな方
などが仕事に就くことができるように支援しています。どのような支援を行なって
いるか伺います。また、講演会後に個別相談会も行います（予約のみ先着順２名）。

講　　師

「ひきこもりの若者への就労支援」テ ー マ

平成２９年１１月１２日（日）1３：３0～1５：０0日 　　時

１００名　定　　員
無料参  加  費

託児あり
（無料。
　生後５カ月以上。
 定員１０名。）

託　　児

1

2

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。 

ボランティア活動に 災害支援に使用する資材に

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。

募金百貨店プロジェクトについての問い合わせ先

共同募金会春日市支会　☎５８１-７２２５

遺品整理・生前整理、特殊清掃、不動産売買、空家整理（調査・管理）、各種お祓い・ご供養、
永代供養付納骨（ペット可）、各種リフォーム、各種手続き代行（相続関係）
株式会社　友心　筑紫野市大字原２６５-４　☎０１２０-９６０-８７７（受付時間 ２４時間電話受付対応）主な業務
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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！

「春日奴国あんどん祭り」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１４日（土）①午前１０～正午②午後1時～3時
（概ね４０名程度）　※少雨決行

日　時

会場祭り前日準備、あんどん設置作業、会場案内誘導など内　容

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。

場　所

小学生高学年以上の人（小学生は保護者同伴）対　象

春日市民祭り振興会協　力

１０月２日(月)までに電話、ファックス、
メールにて以下を伝えて下さい。

申込・
問い合わせ先

動きやすい服装、軍手、飲み物など持ってくるもの
動きやすい服装、飲み物など持ってくるもの

「いきいきフェスタ」ボランティア募集！
１０月２２日（日）
①午前１０時～正午②午後1時～３時

日　時

ふれあいカフェ、抽選会のお手伝い
(概ね２０名程度)

内　容

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。

場　所

小学生高学年以上の人（小学生は保護者同伴）対　象

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）

１０月１２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。

申込・
問い合わせ先

氏名・住所・電話番号・参加希望の時間帯・年齢（小学生は学年）

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

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

“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 障がい者施設での支援もとむ
内　容

10月22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

月3回　水曜日の午後6時～7時30分
45分間の学習時間の後、30分間の自由遊び、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対象児

月1,000円（教材費として）費　用

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・問い合わせ先

ゆり工房で製作しているさおり織りなどを
使って、雑貨や小物などの商品づくりのお
手伝いをお願いします。

ミシンがけ・裁縫
内　容

月曜日～金曜日　午後1時～3時30分
あなたのできる曜日・時間帯でお願いします。

日　時

福祉ぱれっと館 2階 ゆめ作業室（小倉3-242-1）場　所

ゆり工房で作ったパンを春日市役所
で販売しています。長机や荷物を運
んで、パン販売のための準備・片づ
けなどを手伝ってください。

パン販売の準備・片づけ
内　容

毎週木曜日　午前11時～午後1時日　時

春日市役所 1階ロビー（原町3-1-5）場　所

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

〈事前の準備〉11月17日（金）午後2時～5時　 
　　　　　　 　　　 18日（土）午前9時～正午、午後2時～5時
〈当日のお手伝い〉19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 18歳以上の方対　象

動きやすい服装、昼食は各自で準備持ち物

物品の整理や
値段つけなど

“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
子様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込みくだ
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

します
内　容

“障害者就労支援センターゆり工房”では利用者の活動をより充実させるた
め、次の内容で支援してくださるボランティアさんを求めています。

「ゆう ゆう ゆかい」春日市子どもの
発達地域支援の会

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

毎週月曜日　午前10時～正午定例会

社会福祉センター 1階 
ボランティアルーム（昇町3-101）

場　所

“イルカくらぶ”は布絵本・布おもちゃ・エプロンシアターなどを
制作し、それを貸し出す活動をしています。活動を一緒にして
くださる会員を募集しています。裁縫の経験がほとんどない方
も気軽に参加ください。どうぞ、見学にお越しください。

もとむ
内　容

布絵本・イルカくらぶ

申込・問い合わせ先
布絵本　イルカくらぶ　
松尾 佐知子　
☎090-1361-6570

会員募集

県民介護講座　認知症について考える集い　
認知症サポーター養成講座

講演
「認知症の正しい知識と対応について」
特別養護老人ホーム花の季苑
業務次長　小山田 望 氏
施設体験・見学
特別養護老人ホーム花の季苑

内　容

特別養護老人ホーム花の季苑（福岡市南区和田4-16-1）
無料

場　所

平成29年11月16日（木）13時～16時10分日　時

参加料

福岡県社会福祉協議会　介護実習課
☎092-584-3351

問い合わせ先

案 内

作品の一部

報 告

　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「男性が介護する課題」をテーマに７月２１日
（金）に開催されました。
　今年は認知症の人と家族の会福岡県支部の内田秀俊氏をお
招きして男性介護者が抱える課題について、実際の介護経験
をもとにしたお話でした。参加者からは「周囲に認知症の人が
増えてきている」、「人事ではない」、「徘徊にも意味があることを
もっと早く理解できていたら、本人につらい思いをさせていな
かったかも」等色々考えさせられました等の声が聞かれました。

　急速にすすむ超高齢化社会にともない、認知症の数も2025
年には700万人をこえるともいわれており増加は免れません。
認知症の予備軍まで含めると膨大な人数で、家族、近所の人も
含めてもはやその人を抱える家族だけの問題ではなくなってき
ており、自分たちの住む地域全体での課題として捉えるべき
問題になっています。
　社会福祉協議会では、認知症のかたとその家族を支える地域
づくりをすすめていくきっかけのひとつとして、「認知症の方や
困っている方への声かけ訓練」の実施をとおして、外出先で、
見かけた場合に地域でどのような対応をしていくかを地域の皆
さんと一緒に考えていきたいと、まずは、春日市内ではじめての
取り組みを、春日地区で地域を主体とし実施に向けて現在準備
しています。
※10月22日(日)いきいきフェスタ会場でも当日認知症の「声かけ」
　体験を実施する予定です。

介護を考える介護者のつどい

地域で見守り～認知症の正しい理解～

～昨年の声かけ訓練の様子～

どうかされましたか？

どこにいきたいんですか？

それならあっちですよ

ここはどこだかねえ

うちに帰りたいんだけど・・

介護について一人で抱え込まない為に…
春日市介護を考える家族の会「ひだまりの会」

内　容

活動日

問い合わせ先

毎月第3木曜日　社会福祉センター
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）

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

「春日奴国あんどん祭り」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１４日（土）①午前１０～正午②午後1時～3時
（概ね４０名程度）　※少雨決行

日　時

会場祭り前日準備、あんどん設置作業、会場案内誘導など内　容

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。

場　所

小学生高学年以上の人（小学生は保護者同伴）対　象

春日市民祭り振興会協　力

１０月２日(月)までに電話、ファックス、
メールにて以下を伝えて下さい。

申込・
問い合わせ先

動きやすい服装、軍手、飲み物など持ってくるもの
動きやすい服装、飲み物など持ってくるもの

「いきいきフェスタ」ボランティア募集！
１０月２２日（日）
①午前１０時～正午②午後1時～３時

日　時

ふれあいカフェ、抽選会のお手伝い
(概ね２０名程度)

内　容

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。

場　所

小学生高学年以上の人（小学生は保護者同伴）対　象

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）

１０月１２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。

申込・
問い合わせ先

氏名・住所・電話番号・参加希望の時間帯・年齢（小学生は学年）

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

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

“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 障がい者施設での支援もとむ
内　容

10月22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

月3回　水曜日の午後6時～7時30分
45分間の学習時間の後、30分間の自由遊び、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対象児

月1,000円（教材費として）費　用

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・問い合わせ先

ゆり工房で製作しているさおり織りなどを
使って、雑貨や小物などの商品づくりのお
手伝いをお願いします。

ミシンがけ・裁縫
内　容

月曜日～金曜日　午後1時～3時30分
あなたのできる曜日・時間帯でお願いします。

日　時

福祉ぱれっと館 2階 ゆめ作業室（小倉3-242-1）場　所

ゆり工房で作ったパンを春日市役所
で販売しています。長机や荷物を運
んで、パン販売のための準備・片づ
けなどを手伝ってください。

パン販売の準備・片づけ
内　容

毎週木曜日　午前11時～午後1時日　時

春日市役所 1階ロビー（原町3-1-5）場　所

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

〈事前の準備〉11月17日（金）午後2時～5時　 
　　　　　　 　　　 18日（土）午前9時～正午、午後2時～5時
〈当日のお手伝い〉19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 18歳以上の方対　象

動きやすい服装、昼食は各自で準備持ち物

物品の整理や
値段つけなど

“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
子様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込みくだ
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

します
内　容

“障害者就労支援センターゆり工房”では利用者の活動をより充実させるた
め、次の内容で支援してくださるボランティアさんを求めています。
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布絵本　イルカくらぶ　
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内　容
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春日市社会福祉協議会   ☎581-7225　
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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？

春日市社会福祉協議会
☎５８１-７２２５問合せ先相談料無料！ 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。

１0月13・２7日（金）
1１月10・24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

カウンセラーによる 悩みごと相談 一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談

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

社会福祉センター４階 
多目的室

場　所

時　間 社会福祉センター４階　相談室
場　所

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！

今回の７月の九州北部豪雨災害
を受け、募金ボランティア活動を
市内の商業施設のご協力をえ
て、春日中学校、個人ボランティ
アの皆さんのご協力のもとで、
街頭募金活動を実施しました。

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

10月の相談日
７日（土）
１４日（土）
２１日（土）
２８日（土）
11月の相談日
４日（土）
１１日（土）
１８日（土）
２５日（土）

10月の相談日
　　4日（水）
11日（水）
１８日（水）
２５日（水）
11月の相談日

１日（水）
８日（水）
１５日（水）
２２日（水）
２９日（水）

司法書士
行政書士
行政書士
司法書士

司法書士
行政書士
行政書士
司法書士
行政書士

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。

１２月１日（金）午後１時～3時
（司法書士が入ります）

ナギの木苑
出張相談

毎週●曜日  
午後２時～５時

土
時　間

毎週●曜日  
午後１時～４時

水

まちの
みんなが
ボランティア！

みなさん
有難うございました！

あなたのやさしさが、地域の福祉活動を支えています！

●池　勲様（宝町）・・・・・・・・・・亡弟　池　康男様 ●武末　英和様　　●㈱太陽商事様　

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。

あたたかい善意に感謝いたしますＨ２９．６．１～Ｈ２９．７．３１

●国際ソロプチミスト福岡‐やよい様
●春日中地区民生委員児童委員協議会様
●春日北中地区民生委員児童委員協議会様
●春日西中地区民生委員児童委員協議会様
●福岡県建設労働組合様

●白水　理紀之助様
●白水　光子様
●石橋　壯児様
●匿名　5件

●株式会社　井口タタミフスマ店様
●株式会社　三機産業様
●株式会社　本田組様
●オタライト株式会社様
●共栄資源管理センター様
●GRAPH株式会社様

　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

問い合わせ先

春日市社会福祉協議会  
☎５８１-７２２５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。

●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

物品提供のお願い
かすがフリーマーケット in 社協

春日市社会福祉協議会では、11月19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。 福祉団体等の活動時に社会福祉協

議会のマイクロバスを運転していた
だける方を募集しています。29人乗
りのマイクロバスです。詳しくは、お問
い合わせください。

マイクロバスの
運転手さん募集

春日市社会福祉協議会
事業総務課　後藤
☎581-7225

問い合わせ先

募集

※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。

FAX春日市社会福祉協議会  ☎581-7225　　 581-7258
受付・問い合わせ先

生活困窮者のための食料
春日市在住の生活困窮者の緊急支援として食料をお渡しする場合
があります。食料の寄付が可能な方はぜひご協力をお願いします。
常温保存可能で
賞味期限が

1ヶ月以上ある物

●お米（袋は開けてあってもかまいません） 
●麺類（カップめん、袋めん、乾麺など） 
●レトルト食品、缶詰（おかずになる物）

香典返し寄付金 物品寄付

一般寄付金

福祉会員（平成29年6月～7月）　個人：10,000円以上　法人・団体：5,000円以上　　　　順不同：18件

●白水　ミヨ子様
●株式会社　かね長様
●手をつなぐ育成会様
●ＮＰＯ法人子ども未来ネットワーク春日様
●筑紫地域精神障害者家族会　五筑会様
●小倉地区自治会様

●㈱博多新劇座様
●つくし中央ライオンズクラブ様
●須玖南３－１組様
●かすがばるーんくらぶ様

●ママ♥さぽ～と様
●霊友会九州支局様
●筑紫保護区保護支会　春日支部様
●株式会社　吉山建設様
●株式会社　にしけい様
●株式会社　エーワン様
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受付・問い合わせ先

生活困窮者のための食料
春日市在住の生活困窮者の緊急支援として食料をお渡しする場合
があります。食料の寄付が可能な方はぜひご協力をお願いします。
常温保存可能で
賞味期限が

1ヶ月以上ある物

●お米（袋は開けてあってもかまいません） 
●麺類（カップめん、袋めん、乾麺など） 
●レトルト食品、缶詰（おかずになる物）

香典返し寄付金 物品寄付

一般寄付金

福祉会員（平成29年6月～7月）　個人：10,000円以上　法人・団体：5,000円以上　　　　順不同：18件

●白水　ミヨ子様
●株式会社　かね長様
●手をつなぐ育成会様
●ＮＰＯ法人子ども未来ネットワーク春日様
●筑紫地域精神障害者家族会　五筑会様
●小倉地区自治会様

●㈱博多新劇座様
●つくし中央ライオンズクラブ様
●須玖南３－１組様
●かすがばるーんくらぶ様

●ママ♥さぽ～と様
●霊友会九州支局様
●筑紫保護区保護支会　春日支部様
●株式会社　吉山建設様
●株式会社　にしけい様
●株式会社　エーワン様



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。

今月の

内容
●赤い羽根共同募金スタート！
   市民福祉講座ご案内　
●秋の一斉ボランティア募集　
   フリーマーケットin社協

お知らせ
宇土 邦治 さん
（大野城市）

かすがの車窓から
小倉東地区カフェ
（調整中）

地域福祉活動紹介
春日ゆりかもめ
アイの会

PICK UP団体紹介

自分の町をよくしたいというキモチで、地域で
孤立する人を守ったり、障がいのある方々と
ふれあったり、子育てのサポートをしたり。春日
市で集まった赤い羽根共同募金は、私たちの町
を支える大切な福祉活動に役立てられています。

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

　小倉東地区では、住民の方を対象に、公民館に誰もが
気軽にこれるおしゃべりの場として「カフェ」を始めました。
カフェでは、月２回、コーヒーやお茶等をのみながら、楽しく
会話がはずんでいます。とても和みを感じるひとときです。

小倉東地区
カフェ「和（なごみ）」

地域福祉活動紹介地域福祉活動紹介地域福祉活動紹介

　点字翻訳、拡大本、点字講座、
点字啓発のために、小学校の総合
学習。現在27名にて毎週金曜日午
前10時から社会福祉センターボラン
ティアルームにて活動しています。

点字ボランティア講座
毎年4月に初心者向けの点字入門
講座を開催しています。

福祉学習　
小学生対象に視覚障がい者の理解
を深める学習支援を行っています。

活動内容

ボランティアグループ「ゆりかもめアイの会」 
かすがボランティアセンター ☎092-501-1136

問い合わせ先

毎月第１・３水曜日　13：00～16：00
100円（お菓子や飲み物代）　
　 小倉東地区（小倉2-22） ☎571-0901

　最初は盲導犬パピーウォーカーとしてボランティアで
関わっていた宇土さん。現在、市内の高齢者施設でのドッ
グセラピーのボランティアとして慰問活動をされて2年目に
なるとの事。
　人と動物とのふれあいを通して、なにかいろんな役にたつ
ことがきっとできるとおもい、今の地域でできるボランティア
につながったそうです。パートナーとセラピー犬に対するきめ
細やかな気配りをお話を伺っていくうちに感じられました。

　社会人になり、仕事で転勤先（札幌）にいたときに盲導犬の
存在を知るきかっけがあり、興味をもちましたが、仕事柄異動も
多くあり、叶いませんでした。定年後になって福岡で落ち着いた
ころ、盲導犬のパピーウォーカーとして現在まで4頭飼育し、
その内2頭が盲導犬としてお手伝いをしています。
　その際に自分の母親が犬と接しているときの穏やかな表情
を見ていくたびに動物のもつ「癒し」(＝ドッグセラピー）を肌で実
感しました。その後、盲導犬を通して縁があったゴールデンレト
リバーの飼い主さんと一緒に、母親が入所する事になった施設
を訪問し、ほかの高齢者の方々と接する機会を与えられたこと
がドッグセラピーとしてのボランティア活動のはじまりでした。
（※パピーウォーカーは生後２ヶ月から１０ヶ月間飼育する役目）

ボランティア活動のきっかけは？

　高齢者の方々も、以前にペットを飼われていた方もいらっしゃ
り、動物と接するときに普段は絶対に見られない表情がみれて、
笑顔や、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

　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、活動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

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57回

プロフィール

氏 名：宇土 邦治さん
　　　（大野城市）
趣 味：写真、音楽鑑賞

ボランティアグループ
「ゆりかもめアイの会」

主に視覚障がい者の生活支援として
点訳ボランティア活動を行っています。

団体紹介

セラピー犬のけんしろう君（左）とりりかちゃん（右）

福岡県共同募金会春日市支会では、下記の日程・時間に街頭募金を実施します。
お見かけの際には募金のご協力をよろしくお願いします。

西鉄春日原駅　JR春日駅
JR博多南駅(新幹線)

１０月2日（月） 
午前７：４５～８：３０ 　

街頭募金実施のお知らせ街頭募金実施のお知らせ

場　所

日　時

西鉄春日原駅　JR春日駅
JR博多南駅(新幹線)

１０月31日（火） 
午前７：４５～８：３０ 　

場　所

日　時

今年もご協力
お願い致します

（10月1日～12月31日）

あなたのやさしさが、地域の福祉活動を支えています！

10月１日からスタート！赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

日　　時

参 加 費

問い合わせ先

社協イメージキャラクター
『ランティ』

平成29年
No.234

10月10月




