
春日市社会福祉協議会

平成30年

社協イメージキャラクター
『ランティ』

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。

福祉会員
募集中!!
1口：1,200円

今月号の内容 お知らせ 春日市社会福祉協議会　平成30年度予算
災害ボランティア講座・行事等のご案内 （ボランティア募集）

No.2396月
赤い羽根クイズ

「災害○○○○○○講座」の○に入る
言葉６文字は何でしょうか？

応募方法

締め切り

はがきに答え、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

○に入る文字は５ページをご覧ください。
正解者の中から抽選で１０名の方に図書カード（５００円分）を差し上げます。

６月末日

応 募 先 〒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

発　　表 ８月号に掲載

Let’s challenge!!!
昨年は九州北部豪雨で多大
な被害が起こりました。いつ
起こるかわからない災害に
備えて「今の自分にできるこ
とは何か」をみなさんと考え
る取り組みをしています。　
（ご案内は５ページへ）

ヒントは
５ページ！

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
☎（092）581-7225　　（092）581-7258　（ホームページ）http://www３.csf.ne.jp/～ksg3-101　（Eメール）ksg3-101＠ac.csf.ne.jp

❤福祉のこと、困ったこと、お気軽にお問い合わせください❤

発 行

　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
17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。

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
使わせていただきます。ありがとうございました。

香典返し寄付金

●髙橋　昭道 様（弥生）・・・・・・・・亡妻　髙橋　幸代 様
●明石　峰子 様（原町）・・・・・・・・亡夫　明石　勝美 様
●田中　功夫 様（千歳町）・・・・・・亡父　田中　政春 様
●匿名　　１件

一般寄付金

●西中　義桂 様
●森林　照子 様
●石橋　壯児 様
●松ヶ丘福祉推進委員会 様
●かすがばるーんクラブ 様
●陸上自衛隊福岡駐屯地　曹友会 様
●昇町５組 様
●岡本おはなしのへや 様
●匿名　　７件

物品寄付

●筑紫遊技場組合　様
●㈱太陽商事 様
●霊友会　様

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」

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

心配ごと相談所

☎581-7225

☎501-1136

☎・　  595-0513

581-7258

581-7258

FAX

FAX

FAX

FAX

☎588-4117

☎915-1265

                      ☎

588-4118

588-4118

581-7225

FAX

FAX

心配ごと相談所は毎週水曜日の午後1時
～午後4時（ ）

〒816-0851　福岡県春日市昇町3丁目101番地

あたたかい善意に感謝いたしますあたたかい善意に感謝いたします

福岡駐屯地「曹友会」様

福祉会員　平成30年2月1日～3月31日

スナックレモンハート様

問い合わせ先　福岡県共同募金会春日市支会　TEL ５８１-７２２５

「赤い羽根自動販売機」設置ありがとうございます！

災害時など、停電時でも自動販売機内の飲料を搬出するこ
とができる「災害救援ベンダー」対応の自販機をぜひ、検討
してみませんか？

飲料代の５％が
赤い羽根共同募金に
寄付されます。

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

●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

置いてお得！

買って幸せ!

みんなが笑顔に！

Ｈ３０．２．１～Ｈ３０．３．３１



補助金収入
36.7%

－2－ －3－

平成30年度　春日市社会福祉協議会

予算291,263,000円291,263,000円
収　入

合　計

収入予算 内　訳

収　入 収入予算 内　訳

会 費 収 入

寄付金収入

補助金収入

受託金収入

事 業 収 入

共 同 募 金
配分金収入

障害福祉サービ
ス等事業収入

法人運営の
た め に

貸付事業収入

介護保険収入

その他の収入

4,500 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

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

自立支援給付費収入・利用料・タイムケア事
業収入など

人件費・通信運搬費・賃借料・積立金など

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

2,000

106,972

100,585

11,316

4,000

20,105

32,102

7,977

1,706

99,541

貸 付 事 業 福祉資金・生活福祉資金貸付4,447

次 期繰越金 1,615

介護保険・自
立支援事業等

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

39,685

地域福祉推進
の た め に

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

41,172

受 託 事 業 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

104,803

291,263

合　計 291,263

（単位：千円）

（単位：千円）

収入

支出

受託金収入
34.5%

事業収入
4.0%

貸付事業収入
1.4%

共同募金
配分金収入
6.9%

介護保険収入
11.0%

障害福祉サービス等
事業収入 2.7%

その他の収入 0.6% 会費収入
1.5%

寄付金収入
0.7%

法人運営のために
34.2％

地域福祉推進
のために
14.1％

受託事業
36.0％

貸付事業
1.5％

介護保険・
自立支援事業
13.6％

次期繰越金
0.6％

安心して暮らせる地域のまちづくり

福祉会員募集しています!平成30年度

私たちが住むまちには、さまざまな困りごとがあります。
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３０年度会費は４月１日～平成３１年３月３１日までいつでも、何口でもご加入可能です！

どうして必要？

ふくしのまちづくりを応援

◆会費（年度更新制）　　　　　　　　　　　
　・一般会費　一口（年額）　　１，２００円
　・賛助会費　一口（年額）　１０，０００円
　・特別会費　一口（年額）　３０，０００円
　・法人会費　一口（年額）　　５，０００円

◆加入の窓口
　・社会福祉協議会
　・老人福祉センター「ナギの木苑」
　・各公民館
　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。

住みよいまちづ

くりのために、力

を貸して下さい

福祉会員についてのお問い合わせは：春日市社会福祉協議会　　☎５８１－７２２５

地域の福祉活動に必要な
研修などの交通手段として

福祉バスの運行

●心配ごと相談　
●悩みごと相談 
●あんしんセンター（日常生活自立支援事業）
●ケアプランセンター（介護サービス）

困ったとき、わからないときなどの相談

一時的に必要なベビーシートや車イス・ベッドなどを
期間限定で貸し出しています。

車イス・電動ベッド・ベビーシートの貸出し 私たちの地域の身近な福祉活動を支援

子育てを応援するため、
毎月第２・４金曜日に
一時預かりを行って
います。

子ども一時預かり所事業

子育てサロン活動 認知症声かけ訓練（春日地区）
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－4－ －5－

被災地で自分に何かできることはないだろうか。
そのような思いを持った貴方はもう立派な災害ボランティアです。
その思いを実際の活動に移すための災害ボランティア講座を開催します。
少しでも関心がある方はこの機会にどうぞお気軽にご参加ください。

よし!　やってみよう!

「災害ボランティア講座」参加者募集
します

日　時

場　所

① ６月９日（土） 午後１時３０分～３時３０分
災害ボランティア活動の実際って？

② ６月10日（日） 午前９時～正午　※少雨決行
災害ボランティア疑似体験、春日市防災訓練での
災害ボランティアセンター運営体験　※子どもさんでもできる簡単な体験です。

①　社会福祉センター（昇町3-101）
②　春日北小学校グランド（岡本1-35）

定　員 ２０名（2日間ともに参加できる方優先になります）

その他 動きやすい服装でご参加ください。 申込み 春日市社会福祉協議会　かすがボランティアセンター
☎５０１－１１３６　　ＦＡＸ　５８１－７２２５
メール　kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

♦６月６日（水）までに電話、ＦＡＸ、メールにてお申し込みください

福岡ソフトバンクホークス

VS

オリックスバッファローズ
ナイター戦（午後6時　試合開始）

地域には子どもの学習を応援するボランティアグループがあります。

教職員OBや大学生がボランティアで、家庭の事情などで学習が遅れ

気味の子どもの勉強をアドバイスやバックアップして、進路が選択で

きるように取り組んでいます。希望される方は、まずご相談ください。

ナギの木苑は高齢者はもとより、誰もが利用できる施設です。お風呂に入ったり、カラオケや卓球、囲碁や将棋を
楽しんだりと、様々な年代の方がお越しになっています。演奏会などのイベントや趣味の教室などもあります。詳
しくはお問合せ下さい（苑内は見学もできます！）

老人福祉センター ナギの木苑
住　　所　春日市星見ヶ丘１-７-１　　電話番号　５９５－０５１３

楽しいこ
と見つけ

た！

毎月のイベントにはこんなものがあります…

生きがいづくり・健康づくりのために！ぜひ、ご利用下さい

元気になれる! 体操教室
・やさしいヨガ

・転ばぬ先のカラダづくり

・アロマＤＥフラダンス

・自力整体

・３Ｂ体操

健康セミナー
・医療講演会

・栄養講座　など

思い立ったらスグ! 介護予防
・脳トレ・ＤＥ・認知症予防

・リズム・ＤＥ・介護予防

・シルバー運動教室

・うたごえの日

・折り紙の日　…など

このほかにも、毎日、午前と午後にロコモ予防のために体操を実施中！
ボランティアによる演奏会や演芸などのお楽しみも盛りだくさんです！

気軽に参加
できます♪

●コミュニティバスやよい号
　星見ケ丘線 ナギの木苑前下車
●無料送迎バス
　市内をコースにわけて巡回
　詳しくはお問合せください
☆駐車場　約50台分

※ナギの木苑は入苑料の必要な施設です。交通手段
□入苑料　（入浴料含む）

　春日市市内60歳以上、

　　　小学生、障がい者　　100円

　　　59歳以下　　　　　　200円

　　　市外　　　　　　　　300円
勉強サポート会

名　称 問い合わせ 対象者 内　　　　　　容 場　所

小林塾

ゆうゆうゆかい

かすが塾

NPO法人
福岡教育サポート

代表（大野）
070-5693-0264

小林誠児
090-9404-3623

江口泰子(代表）
かすがボランティア

センター
501-1136

福岡県母子寡婦
福祉連合会
584-3922

代表（森茂男）
TEL・FAX
582-3630

「学習内容をもっと理解したい」「成績レベルＵＰを目指した
い」という中学生に勉強のコツをわかりやすく教えます。
火曜日・・数学（午後7-9）
木曜日・・英語（午後7-9）／金曜日・・数学（午後7-9）
土曜日・・数学（午後7-9）／日曜日・・数学（午後5-8）

学校の勉強についていけない、友人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。まずはご相談くださ
い 1教科につき月1000円（教材費として）
午後4:30～8:00の間の2時間程度で曜日、時間、回数は相
談により決定。
不登校の場合はこれ以外でも対応します。

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
の居場所づくりを行っています。専門士のスタッフが相談
に応じます。月1000円（教材費として）
毎週水曜日（月３回）・・午後6:30－7:45

一人親家庭や低所得世帯の子どもを対象に英語と数学を
教えています。授業形式は1対1の個別授業です。週1～2
回、1回60分～90分で曜日は選択できます。
費用：1回500円～2000円(相談に応じます）

一人親家庭の児童の学習支援を地域や学生ボランティアさ
んの協力のもと行ってます。児童の進学相談も行います。
毎週水曜日（午後6：30－8：30）※見学は自由にできます。

社会福祉センター
（昇町3-101）

社会福祉センター
（昇町3-101）

社会福祉センター
（昇町3-101）

社会福祉センター
（昇町3-101）

須玖南8丁目54番-2
フォーレ保坂202

中学生

概ね中学生

原則として
通常学級在籍の
小学生

小学生、中学生
（一人親家庭）

小学生～
高校生対象

かすがフリーマッケット in 社協　お礼
5月13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には、たくさんの方々
の助けを得て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。

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！ チャリティ野球チケットのご案内
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。

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

主　　催 一般財団法人　カンボジア地雷撤去キャンペーン（ＣＭＣ）

問い合わせ かすがボランティアセンター（昇町３－１０１）
ＴＥＬ　５０１－１１３６

チケット代 Ａ指定席引換券　２，５００円　（料金前払い）

場　　所 福岡ヤフオクドーム（福岡市中央区地行浜２－２－２）

申込み方法 ８月１４(火)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週間前位までにお渡しします。

９月７日（金）

情報はH30.4月現在のため、変更になる場合があります。
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被災地で自分に何かできることはないだろうか。
そのような思いを持った貴方はもう立派な災害ボランティアです。
その思いを実際の活動に移すための災害ボランティア講座を開催します。
少しでも関心がある方はこの機会にどうぞお気軽にご参加ください。

よし!　やってみよう!

「災害ボランティア講座」参加者募集
します

日　時

場　所

① ６月９日（土） 午後１時３０分～３時３０分
災害ボランティア活動の実際って？

② ６月10日（日） 午前９時～正午　※少雨決行
災害ボランティア疑似体験、春日市防災訓練での
災害ボランティアセンター運営体験　※子どもさんでもできる簡単な体験です。

①　社会福祉センター（昇町3-101）
②　春日北小学校グランド（岡本1-35）

定　員 ２０名（2日間ともに参加できる方優先になります）

その他 動きやすい服装でご参加ください。 申込み 春日市社会福祉協議会　かすがボランティアセンター
☎５０１－１１３６　　ＦＡＸ　５８１－７２２５
メール　kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

♦６月６日（水）までに電話、ＦＡＸ、メールにてお申し込みください

福岡ソフトバンクホークス

VS

オリックスバッファローズ
ナイター戦（午後6時　試合開始）

地域には子どもの学習を応援するボランティアグループがあります。

教職員OBや大学生がボランティアで、家庭の事情などで学習が遅れ

気味の子どもの勉強をアドバイスやバックアップして、進路が選択で

きるように取り組んでいます。希望される方は、まずご相談ください。

ナギの木苑は高齢者はもとより、誰もが利用できる施設です。お風呂に入ったり、カラオケや卓球、囲碁や将棋を
楽しんだりと、様々な年代の方がお越しになっています。演奏会などのイベントや趣味の教室などもあります。詳
しくはお問合せ下さい（苑内は見学もできます！）

老人福祉センター ナギの木苑
住　　所　春日市星見ヶ丘１-７-１　　電話番号　５９５－０５１３

楽しいこ
と見つけ

た！

毎月のイベントにはこんなものがあります…

生きがいづくり・健康づくりのために！ぜひ、ご利用下さい

元気になれる! 体操教室
・やさしいヨガ

・転ばぬ先のカラダづくり

・アロマＤＥフラダンス

・自力整体

・３Ｂ体操

健康セミナー
・医療講演会

・栄養講座　など

思い立ったらスグ! 介護予防
・脳トレ・ＤＥ・認知症予防

・リズム・ＤＥ・介護予防

・シルバー運動教室

・うたごえの日

・折り紙の日　…など

このほかにも、毎日、午前と午後にロコモ予防のために体操を実施中！
ボランティアによる演奏会や演芸などのお楽しみも盛りだくさんです！

気軽に参加
できます♪

●コミュニティバスやよい号
　星見ケ丘線 ナギの木苑前下車
●無料送迎バス
　市内をコースにわけて巡回
　詳しくはお問合せください
☆駐車場　約50台分

※ナギの木苑は入苑料の必要な施設です。交通手段
□入苑料　（入浴料含む）

　春日市市内60歳以上、

　　　小学生、障がい者　　100円

　　　59歳以下　　　　　　200円

　　　市外　　　　　　　　300円
勉強サポート会

名　称 問い合わせ 対象者 内　　　　　　容 場　所

小林塾

ゆうゆうゆかい

かすが塾

NPO法人
福岡教育サポート

代表（大野）
070-5693-0264

小林誠児
090-9404-3623

江口泰子(代表）
かすがボランティア

センター
501-1136

福岡県母子寡婦
福祉連合会
584-3922

代表（森茂男）
TEL・FAX
582-3630

「学習内容をもっと理解したい」「成績レベルＵＰを目指した
い」という中学生に勉強のコツをわかりやすく教えます。
火曜日・・数学（午後7-9）
木曜日・・英語（午後7-9）／金曜日・・数学（午後7-9）
土曜日・・数学（午後7-9）／日曜日・・数学（午後5-8）

学校の勉強についていけない、友人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。まずはご相談くださ
い 1教科につき月1000円（教材費として）
午後4:30～8:00の間の2時間程度で曜日、時間、回数は相
談により決定。
不登校の場合はこれ以外でも対応します。

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
の居場所づくりを行っています。専門士のスタッフが相談
に応じます。月1000円（教材費として）
毎週水曜日（月３回）・・午後6:30－7:45

一人親家庭や低所得世帯の子どもを対象に英語と数学を
教えています。授業形式は1対1の個別授業です。週1～2
回、1回60分～90分で曜日は選択できます。
費用：1回500円～2000円(相談に応じます）

一人親家庭の児童の学習支援を地域や学生ボランティアさ
んの協力のもと行ってます。児童の進学相談も行います。
毎週水曜日（午後6：30－8：30）※見学は自由にできます。

社会福祉センター
（昇町3-101）

社会福祉センター
（昇町3-101）

社会福祉センター
（昇町3-101）

社会福祉センター
（昇町3-101）

須玖南8丁目54番-2
フォーレ保坂202

中学生

概ね中学生

原則として
通常学級在籍の
小学生

小学生、中学生
（一人親家庭）

小学生～
高校生対象

かすがフリーマッケット in 社協　お礼
5月13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には、たくさんの方々
の助けを得て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。

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！ チャリティ野球チケットのご案内
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。

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

主　　催 一般財団法人　カンボジア地雷撤去キャンペーン（ＣＭＣ）

問い合わせ かすがボランティアセンター（昇町３－１０１）
ＴＥＬ　５０１－１１３６

チケット代 Ａ指定席引換券　２，５００円　（料金前払い）

場　　所 福岡ヤフオクドーム（福岡市中央区地行浜２－２－２）

申込み方法 ８月１４(火)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週間前位までにお渡しします。

９月７日（金）

情報はH30.4月現在のため、変更になる場合があります。
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　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。

かすがボランティアセンター

ボランティア募集

タオル・毛糸

物品提供のお願い

■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。
■毛糸はなんでも可

自　転　車
　春日市社会福祉協議会では、生活に悩みや不安を抱えている
人たちが自立していけるよう支援するため、通勤・通学に使う
自転車を求めています。不要になった物がありましたら寄付し
てください。
●修理しないで乗れるもの　●タイヤがすり切れていないもの
●事前に防犯登録の解除をお願いします（警察署・交番で出来ます）

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

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  福祉ぱれっと館）
☎５７５－２２２５　月曜日～金曜日
午前１０時～午後３時３０分  担当平野

受付・
問い合わせ先

どらえもんの会の総会支援
障がいのある本人と、支援するボランティアとで作る“どらえもんの会”で総会を
行います。障がいのある方たちのお話し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。

内　容

６月３０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

高校生以上の方対　象
無料（昼食は会が準備します）参加費

とむも

障がい者のダンス教室支援
“ウィンズ”という知的障がい者のダンスチームです。
一緒にダンスをしながら声かけ、見守りなどをお願い
します。

内　容

障がいのある方たちが、健康維持を目的に水泳をしている福岡チャレンジャースイミングクラブという団体です。
プールで簡単な水泳の基本指導をお願いします。

内　容

毎週月曜日（その内のできる月曜日で）
午後４時３０分～５時３０分

日　時

毎週土曜日　午前１０時～午後１時（だいたい正午までに終わっています）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）は各自で負担費　用
水着、ゴーグル、タオルなど持ち物

毎月第1火曜日の午後練習日

春日市社会福祉センター（昇町３-１０１）
＊実際の活動は月４～５回行っています

場　所

いきいきプラザ２階
すこやかルーム（昇町１-１２０）

場　所

市川
☎０９０－１９７０－１２０９

受付・問い合わせ先

障がい者施設での支援

＊新館（生活支援）火曜日…ちぎり絵のお手伝い　午前１０時３０分～午後０時３０分
　　　　　　　　月曜日～金曜日…羊毛フェルト・織物を使った小物作りのお手伝い
　　　　　　　　　　　　午後１０時３０分～午後０時３０分、午後１時３０分～３時のできる時間帯で
　　　　　　　　第２木曜日…南福岡特別支援学校での販売　午後３時～４時
＊旧館（就労日）　月曜日～金曜日　紙袋作りの検品作業のお手伝い
　　　　　　　　　　　　午前１０時３０分～午後０時３０分、午後１時３０分～３時のできる時間帯で

日時と
支援内容

障がい福祉サービス事業所はるかぜ（星見ヶ丘１-８）場　所

運動ができる服装、上靴など持ち物

１８歳以上の方。　各曜日1名程度の募集です。募集対象

１８歳以上の女性募集対象

１８歳以上の方募集対象

とむも

障がいのある方たちの水泳教室とむも

「夕やけ座」メンバー募集
ボランティアグループ「夕やけ座」は、シアター大型紙
芝居とコーラス、楽器演奏を行いながら春日市を中心
に福岡市都市圏の公民館や高齢者施設などを訪問して
活動をしています。６０歳位までの方で朗読や歌が得意
な方、楽器演奏ができる方、一緒に活動してみません
か！

内　容

ＴＥＬ：５０１－１１３６　ＦＡＸ：５８１－７２５８
月～土曜日（日・祝日は休み）　午前８時３０分～午後５時

障がいのある方々の働く場である“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。

とむも とむも
おおきくな～れ！ ６月８・２２日㈮

７月１３・２７日㈮

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 利用料 ※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。

毎月第２・４金曜日

申込・問合せ先 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

 
 

 
社会福祉協議会は子育て中の
家庭を応援しています！
社会福祉協議会は子育て中の
家庭を応援しています！

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。

ホームヘルパー募集中！ ～福祉の現場でわたしたちと一緒に働きませんか？～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？～

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☆応募資格

履歴書・修了証などの写し☆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

問合せ先 ： 春日市社会福祉協議会　　☎５８１－７２２５

相談料無料！！相談料無料！！ 予約不要！予約不要！相談窓口のご紹介相談窓口のご紹介
悩みごと相談カウンセラーによる

1人で悩まず、
まず相談 心配ごと相談

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下
さい。

※ナギの木苑出張相談（別途入館料が必要です）
　６月７日（木）午後１時～３時（司法書士が入ります）

６月の相談日
６（水)
１３(水)
２０(水)
２７（水）

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士

７月の相談日
４（水）
１１（水)
１８（水)
２５(水)

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士

６月の相談日
２(土)
９(土)
１６(土)
２３(土)
７月の相談日
７(土)
１４(土)
２１(土)
２８（土）

場　所
社会福祉センター４階
相談室

場　所
社会福祉センター４階
多目的室

※第５週目（６/３０㈯）は
　お休みです 毎週水曜日

時間：午後１時～４時

時間：午後２時～５時

介護サービス、日常生活支援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！

私が利用できる
サービスは？

介護で
お困りの方は…

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・・

まずは相談
ケアプランセンター
☎ ９２５－１２６５
℻ ５８８－４１１８

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

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
℻ ５８１－７２５８

法人成年後見事業、日常生活
自立支援事業のご相談は

福祉あんしんセンター
☎ ５８１－７２２５
℻ ５８１－７２５８



－6－ －7－

　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。

かすがボランティアセンター

ボランティア募集
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物品提供のお願い

■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
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自　転　車
　春日市社会福祉協議会では、生活に悩みや不安を抱えている
人たちが自立していけるよう支援するため、通勤・通学に使う
自転車を求めています。不要になった物がありましたら寄付し
てください。
●修理しないで乗れるもの　●タイヤがすり切れていないもの
●事前に防犯登録の解除をお願いします（警察署・交番で出来ます）

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

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  福祉ぱれっと館）
☎５７５－２２２５　月曜日～金曜日
午前１０時～午後３時３０分  担当平野

受付・
問い合わせ先
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障がいのある本人と、支援するボランティアとで作る“どらえもんの会”で総会を
行います。障がいのある方たちのお話し相手や見守りなどをしながら、安全に
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内　容
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とむも
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日　時
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水着、ゴーグル、タオルなど持ち物

毎月第1火曜日の午後練習日

春日市社会福祉センター（昇町３-１０１）
＊実際の活動は月４～５回行っています

場　所

いきいきプラザ２階
すこやかルーム（昇町１-１２０）

場　所

市川
☎０９０－１９７０－１２０９

受付・問い合わせ先

障がい者施設での支援

＊新館（生活支援）火曜日…ちぎり絵のお手伝い　午前１０時３０分～午後０時３０分
　　　　　　　　月曜日～金曜日…羊毛フェルト・織物を使った小物作りのお手伝い
　　　　　　　　　　　　午後１０時３０分～午後０時３０分、午後１時３０分～３時のできる時間帯で
　　　　　　　　第２木曜日…南福岡特別支援学校での販売　午後３時～４時
＊旧館（就労日）　月曜日～金曜日　紙袋作りの検品作業のお手伝い
　　　　　　　　　　　　午前１０時３０分～午後０時３０分、午後１時３０分～３時のできる時間帯で

日時と
支援内容

障がい福祉サービス事業所はるかぜ（星見ヶ丘１-８）場　所
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１８歳以上の方募集対象

とむも
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か！
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月～土曜日（日・祝日は休み）　午前８時３０分～午後５時

障がいのある方々の働く場である“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。

とむも とむも
おおきくな～れ！ ６月８・２２日㈮

７月１３・２７日㈮

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　娯楽室場　所
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１回 １，０００円 利用料 ※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。

毎月第２・４金曜日

申込・問合せ先 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
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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
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春日市社会福祉協議会

平成30年

社協イメージキャラクター
『ランティ』

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。

福祉会員
募集中!!
1口：1,200円

今月号の内容 お知らせ 春日市社会福祉協議会　平成30年度予算
災害ボランティア講座・行事等のご案内 （ボランティア募集）

No.2396月
赤い羽根クイズ

「災害○○○○○○講座」の○に入る
言葉６文字は何でしょうか？

応募方法

締め切り

はがきに答え、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

○に入る文字は５ページをご覧ください。
正解者の中から抽選で１０名の方に図書カード（５００円分）を差し上げます。

６月末日

応 募 先 〒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

発　　表 ８月号に掲載

Let’s challenge!!!
昨年は九州北部豪雨で多大
な被害が起こりました。いつ
起こるかわからない災害に
備えて「今の自分にできるこ
とは何か」をみなさんと考え
る取り組みをしています。　
（ご案内は５ページへ）

ヒントは
５ページ！

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
☎（092）581-7225　　（092）581-7258　（ホームページ）http://www３.csf.ne.jp/～ksg3-101　（Eメール）ksg3-101＠ac.csf.ne.jp

❤福祉のこと、困ったこと、お気軽にお問い合わせください❤

発 行

　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
17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。

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
使わせていただきます。ありがとうございました。

香典返し寄付金

●髙橋　昭道 様（弥生）・・・・・・・・亡妻　髙橋　幸代 様
●明石　峰子 様（原町）・・・・・・・・亡夫　明石　勝美 様
●田中　功夫 様（千歳町）・・・・・・亡父　田中　政春 様
●匿名　　１件

一般寄付金

●西中　義桂 様
●森林　照子 様
●石橋　壯児 様
●松ヶ丘福祉推進委員会 様
●かすがばるーんクラブ 様
●陸上自衛隊福岡駐屯地　曹友会 様
●昇町５組 様
●岡本おはなしのへや 様
●匿名　　７件

物品寄付

●筑紫遊技場組合　様
●㈱太陽商事 様
●霊友会　様

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」

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

心配ごと相談所

☎581-7225

☎501-1136

☎・　  595-0513

581-7258

581-7258

FAX

FAX

FAX

FAX

☎588-4117

☎915-1265

                      ☎

588-4118

588-4118

581-7225

FAX

FAX

心配ごと相談所は毎週水曜日の午後1時
～午後4時（ ）

〒816-0851　福岡県春日市昇町3丁目101番地

あたたかい善意に感謝いたしますあたたかい善意に感謝いたします

福岡駐屯地「曹友会」様

福祉会員　平成30年2月1日～3月31日

スナックレモンハート様

問い合わせ先　福岡県共同募金会春日市支会　TEL ５８１-７２２５

「赤い羽根自動販売機」設置ありがとうございます！

災害時など、停電時でも自動販売機内の飲料を搬出するこ
とができる「災害救援ベンダー」対応の自販機をぜひ、検討
してみませんか？

飲料代の５％が
赤い羽根共同募金に
寄付されます。

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

●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

置いてお得！

買って幸せ!

みんなが笑顔に！

Ｈ３０．２．１～Ｈ３０．３．３１


