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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。
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福祉会員
 募集中!!
1口：1,200円

FAX

　福祉活動やサービスへの応援をお願いします！

平成30年度 福祉会員 ご協力のお願い

会費のゆくえは？ お得な特典も！
　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♪

おおきくな～れ！
子ども一時預かり

4月１３・２７日（金）　
5月１１・2５日（金）　

毎月
第２・4金曜日

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。

場　所
時　間
対　象
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・問い合わせ先

相談まどぐちのご紹介
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問合せ先相談料無料！ 予約不要！

一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談

社会福祉協議会は
子育て中の家庭を
応援しています！

●西村　康子 様（小倉）
　・・・・・亡夫　西村　大二郎 様
●匿名　　１件

一般寄付
●松﨑　智子 様
●金堂　実 様
●白水　由紀子 様
●㈱ソリッド 様

●なごみの部屋 様
●㈱友心 様
●匿名　　２件

物品寄付
●中内　真由美 様
●学びすと春日 様
●㈱太陽商事 様

●筑紫遊技場組合 様
●匿名　　１件

香典返し寄付金

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 Ｈ２９．１２．１～Ｈ３０．１．３１

　2/3（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、毎年ボランティアをされている方やボランティアに
関心がある方が大勢集まります。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。

「災害にも強い地域づくり」を
テーマとした講演会でした

ボランティア交流会
～ボランティアって楽しいＷＡ!～

報 告

　職場のこと家庭のこ
と、人間関係などの悩み
事など気軽にお話しに来
ませんか？

　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
りましたらご持参ください。

社会福祉センター ４階 
多目的室

場　所

時　間

毎週●曜日  
午後２時～５時

土

社会福祉センター ４階 相談室
場　所

時　間

毎週●曜日  
午後１時～４時

水

4月の相談日
7日（土）
14日（土）
21日（土）
28日（土）
5月の相談日
5日（土）
12日（土）
19日（土）
26日（土）

4月の相談日

4月の相談日

　4日（水）
11日（水）
18日（水）
25日（水）

2日（水）
9日（水）
16日（水）
23日（水）
30日（水）

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士
行政書士

5月の相談日

●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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

加入の窓口

会費（年度更新制）

●社会福祉協議会（☎581-7225 総務担当）
●老人福祉センター「ナギの木苑」●各公民館
※お振込をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。

　会員に１,２００円以上のご協力いただいた
個人の方は、「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！

　春日市に住む子どもやその親、高齢者や障がいのある人の支援、
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。

ご加入方法
　平成３０年度の会員は４月１日～３月３１日までい
つでもご加入可能です。

福祉会員協賛店

福祉会員に賛同します！

　春日市の福祉事業を推進していくための会員
組織です。誰もが安心して暮らせる街づくりを気
持ちと資金面で支えることにつながります。

住民主体の地域福祉活動へ

車いす、介護用ベッド、
ベビーシート

住民参加型
移送サービスなど

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
認知症や障がいなどによ
り、適切な判断をすること
が難しい方が安心して日
常生活を送れるように支
援しています。

福祉あんしんサービス

5月13日（日）
午前１０時～午後２時３０分
社会福祉センター　
屋内（昇町３-１０１）
　　　☎５８１-７２２５

日　時

場　所

問い合わせ先

　春の《かすがフリーマーケットｉｎ社協》を開催します。
当日は皆様のご来場をお待ちしております。

かすがフリーマーケットin社協

ボランティア体験コーナー

開催しま
す！

掘り出しもの
見つけよう

雨天決行

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　
　　　  春日市社会福祉協議会 地域福祉課 ☎581-7225

応募資格
提出書類
申込・問い合わせ先

　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。

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？～

この広報誌『しあわせ』は、共同募金の配分金で作られたものです。

今月の

内容 ●福祉会員加入のお願い 義援金報告とお知らせ
●かすがフリーマーケットin社協

お知らせ ●春っ子ひろば（子育て講座）案内
●ボランティア募集・講座案内など

福祉会員とは？

福祉機器の貸し出し

ふれあい・
いきいき
サロン

子育てサロン

認知症
声かけ訓練
（春日地区）
の様子
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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

利用者の入浴後のドライヤーかけ、お茶出し、見守りなど
月曜日～土曜日　午前10時30分～正午
あなたのできる曜日・時間帯でお願いします。
デイサービス夏みかん（須玖町2-103）
18歳以上の方

入所者のみなさんが楽しく過ごせるよう、お話し相手や見守りなど
午前10時～午後4時の間のあなたのできる曜日・
時間帯でお願いします。＊月1回の1～2時間でも可。
特別養護老人ホームかすがの郷（塚原台3-129）
高校生以上の方

高齢者施設でのお手伝い
内　容
日　時

内　容
日　時

場　所
対　象

場　所
対　象

日　時

場　所

対　象

持ち物

持ち物

もとむ
春日市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。
〈前準備〉物品の整理や値段つけなど
5月11日（金）午後2時～5時、12日（土）午前9時～正午、午後2時～5時
〈当日〉5月13日（日）
●物品ブースで販売のお手伝い 
　午前9時～午後0時30分、午後0時30分～午後4時30分
●食品ブース　焼きソバの盛りつけ、フランクフルト焼きなど 
　午前9時～午後2時
●駐車場係 　
　午前8時30分～午後0時30分、
   午後0時30分～午後4時
春日市社会福祉センター（昇町3-101）
18歳以上の方
動きやすい服装、昼食は各自で準備

かすがフリーマーケットin社協
内　容

日　時

場　所

もとむ

対　象
“博多パトラッシュ”は身体障がい者の車いすバスケットチーム
です。車いすや道具の出し入れ、ボール拾い、車いすの移乗補
助、テーピング巻きなどをして練習をサポートしてください。
土曜日：午後1時～3時、午後3時～5時
あなたのできる時間帯でお願いします。
クローバープラザ 体育館（原町3-1）
動きやすい服装、上靴など
高校生以上　スポーツが好きな方

車いすバスケット
内　容

もとむ

日　時
場　所
教材費

学校の勉強についていけない、友だち関係がうまくいかない
などで学校に行くのがおっくうになった・・・などの悩みを抱
えている中学生の学習支援をします。
希望される方は小林塾（小林誠児）までご相談ください。
月・水・金曜日　午後5時～9時の間の出席可能な時間帯
社会福祉センター 2階 会議室（昇町3-101）
1教科につき、月1,000円
　　　　　「小林塾」小林 誠児　☎090-9404-3623

中学生の学習支援
内　容

します

“青葉サークル”は自分たちにできる読み聞かせや歌を唄うなど、
趣味を活かして高齢者施設を訪問しボランティアをしています。
今、ハーモニカ・ギターなどの楽器を演奏できるとか、歌うのが
好き、踊りができるとか特技のある方を募集しています。
毎月第2月曜日、第4火曜日　
午後2時～3時
那珂川町にある高齢者施設
（高齢者15名位が通われるデイケア）

青葉サークル
内　容

活動日

場　所

もとむ

春日市社会福祉協議会では、5月13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。ご家庭や
職場などで使わなくなった物や不要な物などがありましたら、
寄付をお願いします。 □事前に連絡をいただき、どんな物かを
お知らせください。 □食品や衣類（新品のみ可）は受付けていま
せん。 □食器は未使用のものをお願いします。
　　　　　春日市社会福祉協議会（昇町3-101）
　　　　　☎581-7225　　 581-7258　担当：岩下

物品提供のお願い
内　容

もとむ

受付・問い合わせ先

受付・問い合わせ先

受付・問い合わせ先

タオルは未使用の物でも、使用済みの物でも、使い分けて使用
しますので、どちらもお願いします。
　　　　　障害者生活支援センター にじ　　　
　　　　　（小倉3-242-1 福祉ぱれっと館） ☎575-7225　
　　　　　月～金　午前10時～午後3時30分　担当：平野

内　容

ボランティア活動保険平成30年度

問い合わせ先
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

基本タイプＡ
天災タイプＢ

350円
500円

プランタイプ Ａプラン
510円
710円

Bプラン年
間
保
険
料

（
掛
金
）

※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。

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

FAX

タオル

春日市社会福祉協議会

 日々の育児に家事・・毎日がんばっているママ。子どもはかわいい・・だけど
イライラモヤモヤするのはなぜ？　また、自分の時間がちょっとだけほしい
なと思ったりしませんか？そんな子育て中の方を応援する春っ子ひろばに
参加しませんか？

託児あり！

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。

クイズの答え

Q1 赤い羽根は何に使う募金でしょう？
② だれもがしあわせにくらせる福祉のまちづくり
Q2 公共の建物や歩道などにある図は一般に何と呼ばれているでしょうか？
① 点字ブロック
Q3 社会福祉協議会のマークはどれでしょう？ ② 
Q4 車椅子は何輪車でしょう？
③ 四輪車

赤い羽根クイズ 当選者発表！
・木村仁大さん ・三浦絢子さん ・瀬戸口晴美さん ・竹森成昭さん　 
・茅原恵子さん ・久保あつ子さん ・荒木真由美さん 
・中尾美津子さん ・杉山集太朗さん ・菊次行雄さん

2月号のクイズ 当選者発表

６月４・１１・１８・２５日（月）
毎週月曜日の計４回 
社会福祉センター ３階 和室（昇町３-１０１）
２，０００円(材料費として)
※４回参加できる方を優先します。
　　５月１８日(金)までに電話または
　　ファックス、メールにてお申込みください。

日　時

場　所
料　金

申込み方法

申込・問い合せ先　
FAXかすがボランティアセンター  ☎501-1136       581-7258

メールアドレス　kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

　

　布絵本や布おもちゃなどを製作し、個人や団体へ貸
し出す活動をしているボランティアグループ「布絵本イ
ルカくらぶ」が行う講座です。ボランティアに興味のあ
る方ならどなたでも参加できる講座です。お子様連れ
での参加もご相談ください。
※今回はフェルト、布地を使って布絵本を作成します。
　（作った作品は持ち帰れます。）

「ケロちゃんの1日」を
作ります。

参加費無料

子育て地域推進事業 春っ子ひろば ボランティア講座
布絵本・布おもちゃづくり

子育て、お金、仕事、家庭の悩みなど多くの方の頭(思考)の整理をさ
れる。カウンセラーとして心理学を学び、インテリアコーディネーター、
２級建築士、整理収納アドバイザーなど多彩な経歴あり。3児の子育て
中に、つらい病気を経験されて克服。

講師プロフィール 

はなさき はな

５月１６日（水） 午前１０時～正午
社会福祉センター 3階 中会議室（昇町３-１０１）
カウンセラー　はなさき はな さん
「子育てのここに気づけばハッピーに！」
メンタルヘルス　交流会
※大人のみの参加。お子さんは託児等をご利用ください。

講座２５名・託児１５名
託児（生後6か月～未就学児対象）の必要な方は
4月27日（金）までにお申込み下さい。
４月2日（月）受付開始。（先着順。定員になり次第締切）

社会福祉協議会　かすがボランティアセンター
☎５0１-1136       ５８１-７２５８
メールアドレス　kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

FAX

日　時
場　所
講　師

内　容

定　員
託　児

申込み

問い合わせ先

※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。

災害義援金のご報告
● 平成29年九州北部豪雨災害
　（福岡県：316,118円・大分県：28,584円）
● 熊本地震（熊本県）17,064円

平成29年度 下記の地域に義援金を送りました。
（Ｈ30．2.28現在）

● 台風18号大分県災害（大分県）1,069円　
● 台風21号災害
    （三重県：2,741円・和歌山県2,741円）

ご協力ありがとうございました。 熊本地震義援金受付は平成31年3月31日まで延長されました。

参加者
募集！
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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

利用者の入浴後のドライヤーかけ、お茶出し、見守りなど
月曜日～土曜日　午前10時30分～正午
あなたのできる曜日・時間帯でお願いします。
デイサービス夏みかん（須玖町2-103）
18歳以上の方

入所者のみなさんが楽しく過ごせるよう、お話し相手や見守りなど
午前10時～午後4時の間のあなたのできる曜日・
時間帯でお願いします。＊月1回の1～2時間でも可。
特別養護老人ホームかすがの郷（塚原台3-129）
高校生以上の方

高齢者施設でのお手伝い
内　容
日　時

内　容
日　時

場　所
対　象

場　所
対　象

日　時

場　所

対　象

持ち物

持ち物

もとむ
春日市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。
〈前準備〉物品の整理や値段つけなど
5月11日（金）午後2時～5時、12日（土）午前9時～正午、午後2時～5時
〈当日〉5月13日（日）
●物品ブースで販売のお手伝い 
　午前9時～午後0時30分、午後0時30分～午後4時30分
●食品ブース　焼きソバの盛りつけ、フランクフルト焼きなど 
　午前9時～午後2時
●駐車場係 　
　午前8時30分～午後0時30分、
   午後0時30分～午後4時
春日市社会福祉センター（昇町3-101）
18歳以上の方
動きやすい服装、昼食は各自で準備

かすがフリーマーケットin社協
内　容

日　時

場　所

もとむ

対　象
“博多パトラッシュ”は身体障がい者の車いすバスケットチーム
です。車いすや道具の出し入れ、ボール拾い、車いすの移乗補
助、テーピング巻きなどをして練習をサポートしてください。
土曜日：午後1時～3時、午後3時～5時
あなたのできる時間帯でお願いします。
クローバープラザ 体育館（原町3-1）
動きやすい服装、上靴など
高校生以上　スポーツが好きな方

車いすバスケット
内　容

もとむ

日　時
場　所
教材費

学校の勉強についていけない、友だち関係がうまくいかない
などで学校に行くのがおっくうになった・・・などの悩みを抱
えている中学生の学習支援をします。
希望される方は小林塾（小林誠児）までご相談ください。
月・水・金曜日　午後5時～9時の間の出席可能な時間帯
社会福祉センター 2階 会議室（昇町3-101）
1教科につき、月1,000円
　　　　　「小林塾」小林 誠児　☎090-9404-3623

中学生の学習支援
内　容

します

“青葉サークル”は自分たちにできる読み聞かせや歌を唄うなど、
趣味を活かして高齢者施設を訪問しボランティアをしています。
今、ハーモニカ・ギターなどの楽器を演奏できるとか、歌うのが
好き、踊りができるとか特技のある方を募集しています。
毎月第2月曜日、第4火曜日　
午後2時～3時
那珂川町にある高齢者施設
（高齢者15名位が通われるデイケア）

青葉サークル
内　容

活動日

場　所

もとむ

春日市社会福祉協議会では、5月13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。ご家庭や
職場などで使わなくなった物や不要な物などがありましたら、
寄付をお願いします。 □事前に連絡をいただき、どんな物かを
お知らせください。 □食品や衣類（新品のみ可）は受付けていま
せん。 □食器は未使用のものをお願いします。
　　　　　春日市社会福祉協議会（昇町3-101）
　　　　　☎581-7225　　 581-7258　担当：岩下

物品提供のお願い
内　容

もとむ

受付・問い合わせ先

受付・問い合わせ先

受付・問い合わせ先

タオルは未使用の物でも、使用済みの物でも、使い分けて使用
しますので、どちらもお願いします。
　　　　　障害者生活支援センター にじ　　　
　　　　　（小倉3-242-1 福祉ぱれっと館） ☎575-7225　
　　　　　月～金　午前10時～午後3時30分　担当：平野

内　容

ボランティア活動保険平成30年度

問い合わせ先
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

基本タイプＡ
天災タイプＢ

350円
500円

プランタイプ Ａプラン
510円
710円

Bプラン年
間
保
険
料

（
掛
金
）

※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。

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

FAX

タオル

春日市社会福祉協議会

 日々の育児に家事・・毎日がんばっているママ。子どもはかわいい・・だけど
イライラモヤモヤするのはなぜ？　また、自分の時間がちょっとだけほしい
なと思ったりしませんか？そんな子育て中の方を応援する春っ子ひろばに
参加しませんか？

託児あり！

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。

クイズの答え

Q1 赤い羽根は何に使う募金でしょう？
② だれもがしあわせにくらせる福祉のまちづくり
Q2 公共の建物や歩道などにある図は一般に何と呼ばれているでしょうか？
① 点字ブロック
Q3 社会福祉協議会のマークはどれでしょう？ ② 
Q4 車椅子は何輪車でしょう？
③ 四輪車

赤い羽根クイズ 当選者発表！
・木村仁大さん ・三浦絢子さん ・瀬戸口晴美さん ・竹森成昭さん　 
・茅原恵子さん ・久保あつ子さん ・荒木真由美さん 
・中尾美津子さん ・杉山集太朗さん ・菊次行雄さん

2月号のクイズ 当選者発表

６月４・１１・１８・２５日（月）
毎週月曜日の計４回 
社会福祉センター ３階 和室（昇町３-１０１）
２，０００円(材料費として)
※４回参加できる方を優先します。
　　５月１８日(金)までに電話または
　　ファックス、メールにてお申込みください。

日　時

場　所
料　金

申込み方法

申込・問い合せ先　
FAXかすがボランティアセンター  ☎501-1136       581-7258

メールアドレス　kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

　

　布絵本や布おもちゃなどを製作し、個人や団体へ貸
し出す活動をしているボランティアグループ「布絵本イ
ルカくらぶ」が行う講座です。ボランティアに興味のあ
る方ならどなたでも参加できる講座です。お子様連れ
での参加もご相談ください。
※今回はフェルト、布地を使って布絵本を作成します。
　（作った作品は持ち帰れます。）

「ケロちゃんの1日」を
作ります。

参加費無料

子育て地域推進事業 春っ子ひろば ボランティア講座
布絵本・布おもちゃづくり

子育て、お金、仕事、家庭の悩みなど多くの方の頭(思考)の整理をさ
れる。カウンセラーとして心理学を学び、インテリアコーディネーター、
２級建築士、整理収納アドバイザーなど多彩な経歴あり。3児の子育て
中に、つらい病気を経験されて克服。

講師プロフィール 

はなさき はな

５月１６日（水） 午前１０時～正午
社会福祉センター 3階 中会議室（昇町３-１０１）
カウンセラー　はなさき はな さん
「子育てのここに気づけばハッピーに！」
メンタルヘルス　交流会
※大人のみの参加。お子さんは託児等をご利用ください。

講座２５名・託児１５名
託児（生後6か月～未就学児対象）の必要な方は
4月27日（金）までにお申込み下さい。
４月2日（月）受付開始。（先着順。定員になり次第締切）

社会福祉協議会　かすがボランティアセンター
☎５0１-1136       ５８１-７２５８
メールアドレス　kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

FAX

日　時
場　所
講　師

内　容

定　員
託　児

申込み

問い合わせ先

※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。

災害義援金のご報告
● 平成29年九州北部豪雨災害
　（福岡県：316,118円・大分県：28,584円）
● 熊本地震（熊本県）17,064円

平成29年度 下記の地域に義援金を送りました。
（Ｈ30．2.28現在）

● 台風18号大分県災害（大分県）1,069円　
● 台風21号災害
    （三重県：2,741円・和歌山県2,741円）

ご協力ありがとうございました。 熊本地震義援金受付は平成31年3月31日まで延長されました。

参加者
募集！
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春日市社会福祉協議会

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

　福祉活動やサービスへの応援をお願いします！

平成30年度 福祉会員 ご協力のお願い

会費のゆくえは？ お得な特典も！
　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♪

おおきくな～れ！
子ども一時預かり

4月１３・２７日（金）　
5月１１・2５日（金）　

毎月
第２・4金曜日

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。

場　所
時　間
対　象
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・問い合わせ先

相談まどぐちのご紹介
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問合せ先相談料無料！ 予約不要！

一人で悩まず、まず相談 心配ごと相談

社会福祉協議会は
子育て中の家庭を
応援しています！

●西村　康子 様（小倉）
　・・・・・亡夫　西村　大二郎 様
●匿名　　１件

一般寄付
●松﨑　智子 様
●金堂　実 様
●白水　由紀子 様
●㈱ソリッド 様

●なごみの部屋 様
●㈱友心 様
●匿名　　２件

物品寄付
●中内　真由美 様
●学びすと春日 様
●㈱太陽商事 様

●筑紫遊技場組合 様
●匿名　　１件

香典返し寄付金

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 Ｈ２９．１２．１～Ｈ３０．１．３１

　2/3（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、毎年ボランティアをされている方やボランティアに
関心がある方が大勢集まります。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。

「災害にも強い地域づくり」を
テーマとした講演会でした

ボランティア交流会
～ボランティアって楽しいＷＡ!～

報 告

　職場のこと家庭のこ
と、人間関係などの悩み
事など気軽にお話しに来
ませんか？

　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
りましたらご持参ください。

社会福祉センター ４階 
多目的室

場　所

時　間

毎週●曜日  
午後２時～５時

土

社会福祉センター ４階 相談室
場　所

時　間

毎週●曜日  
午後１時～４時

水

4月の相談日
7日（土）
14日（土）
21日（土）
28日（土）
5月の相談日
5日（土）
12日（土）
19日（土）
26日（土）

4月の相談日

4月の相談日

　4日（水）
11日（水）
18日（水）
25日（水）

2日（水）
9日（水）
16日（水）
23日（水）
30日（水）

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士
行政書士

5月の相談日

●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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

加入の窓口

会費（年度更新制）

●社会福祉協議会（☎581-7225 総務担当）
●老人福祉センター「ナギの木苑」●各公民館
※お振込をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。

　会員に１,２００円以上のご協力いただいた
個人の方は、「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！

　春日市に住む子どもやその親、高齢者や障がいのある人の支援、
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。

ご加入方法
　平成３０年度の会員は４月１日～３月３１日までい
つでもご加入可能です。

福祉会員協賛店

福祉会員に賛同します！

　春日市の福祉事業を推進していくための会員
組織です。誰もが安心して暮らせる街づくりを気
持ちと資金面で支えることにつながります。

住民主体の地域福祉活動へ

車いす、介護用ベッド、
ベビーシート

住民参加型
移送サービスなど

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
認知症や障がいなどによ
り、適切な判断をすること
が難しい方が安心して日
常生活を送れるように支
援しています。

福祉あんしんサービス

5月13日（日）
午前１０時～午後２時３０分
社会福祉センター　
屋内（昇町３-１０１）
　　　☎５８１-７２２５

日　時

場　所

問い合わせ先

　春の《かすがフリーマーケットｉｎ社協》を開催します。
当日は皆様のご来場をお待ちしております。

かすがフリーマーケットin社協

ボランティア体験コーナー

開催しま
す！

掘り出しもの
見つけよう

雨天決行

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　
　　　  春日市社会福祉協議会 地域福祉課 ☎581-7225

応募資格
提出書類
申込・問い合わせ先

　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。

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？～

この広報誌『しあわせ』は、共同募金の配分金で作られたものです。

今月の

内容 ●福祉会員加入のお願い 義援金報告とお知らせ
●かすがフリーマーケットin社協

お知らせ ●春っ子ひろば（子育て講座）案内
●ボランティア募集・講座案内など

福祉会員とは？

福祉機器の貸し出し

ふれあい・
いきいき
サロン

子育てサロン

認知症
声かけ訓練
（春日地区）
の様子


