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ボランティアグループ「エール」スマイルカフェスマイルカフェ
音楽演奏ボランティア

春日市を中心に、主に高齢者施設、障がい者施設等に出向き、
ボランティア活動しているギターとキーボードによる演奏ボ
ランティアグループ「エール」です。
「エール」は英語で「声援」という意味がありますが、自分たち
の奏でる音楽が聞いてくださる皆さんへの応援や声援にな
れたらという思いが込められているそうです。
主に昭和歌謡を中心に唱歌、フォークソングなども取り入れ
ながら月1回演奏活動を行ってあります。高校の同級生とい

うこともあって息の
ぴったりあった温か
い演奏で皆さんを癒
してくれます。

紅葉ヶ丘地区では、
住民の方を対象に、
公民館に地域の皆
さんと「楽しく過ご
せる憩いの場」とし
て誰もが気軽に立
ち寄れる「スマイルカフェ」を昨年10月から開設しています。
カフェでは、コーヒーをのみながら、楽しく会話がはずんでい
ます。
(コーヒー代は無料です)

平成30年

じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金
あなたのやさしさが、地域の福祉活動を支えています！

みなさまのご支援をお願いします

赤い羽根共同募金
10月１日からスタート！
(運動期間10月1日～12月31日)

平成２９年度は19，307,963円ご協力いただきました。
今年は２２，０００，０００円を目標額として運動を進めていきます。
この目標額は、募金による支援を必要としている福祉団体や事業
（活動）など民間社会福祉の充実のために必要な金額を算定して
設定しています。

赤い羽根ホームページ「はねっと」
www.akaihane.or.jp

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。

受賞！  春日北中学校
平成30年度赤い羽根キャッチフレーズ　特別賞

福岡県内３４の小・中・高・特別支援学校から多

数のご応募があり、今年、春日北中学校が特別

賞を受賞されました。

たくさんの応募ありがとうございました。

祝

地域の福祉へ

子どもの福祉へ ボランティア活動へ

災害支援のために 障がい者福祉へ

高齢者福祉へ

活動内容

問い合わせ：かすがボランティアセンター ☎５０１-１１３６

紅葉ヶ丘地区

毎月第４水曜日
午後１時～４時
参加費 無料
問い合わせ 紅葉ヶ丘公民館

☎581-9621 涼しげな水中花が和みます

プロフィール

趣味趣味

地域で頑張っている人にインタビュー

第58回

一年前からいろいろなボランティアに興味をもち活動されている久原さ
ん。現在、市内の障がい者施設ぱれっと館ゆり工房で利用者の生活
支援と勉強ボランティアで中学生に勉強を教えられています。趣味で
は、定期的に市民マラソンにも参加され、日々の体力維持を兼ねて福
岡をはじめ、佐賀、下関、指宿などまで遠征されているそうです。一見
寡黙そうな印象でしたが、お話を伺ってみたら、思ったらすぐ行動に移
されるタイプの方でした。現在の活動や思いについて久原さんにおた
ずねました

 仕事をリタイアしてたまたま新聞の記事で近年の子供の教育を
取り巻く環境の格差の社会問題記事を目にしたのがきっかけで
した。自分が学生時代に塾講師の経験があったので、すぐに、近
くで学習ボランティアができるところはないか調べ、今は社会福
祉センターで週２回中学生に英語と数学を教えています。自分の
趣味の時間とバランスを考えながら、日々活動しています。

かすがの車窓からかすがの車窓から
ボランティア活動のきっかけ

は？

　現在は障がいのある人と接する機会が多いです。障がいのあ
る人にただ寄り添って少しでもお手伝いできたらと思って活動
しています。何か特別なことをしているとは思いません。また、
学習ボランティアでは、まず子ども達１人１人とコミュニケー
ションを図ることを大切にしています。勉強の楽しさや、わから
ないところがわかったときの面白さや、喜びを感じてもらったと
きは、続けていてよかったなと思います。ボランティアを通し
て、様々な個性のある人たちと関わることでしか分からないい
ろいろな気づきが得られています。

活動する中で生まれた喜び

　体力、年齢的な衰えを感じることはありますが、若いときは、
主に自分や家族のために費やしてきた時間をこれからは社会の
一員として社会のためにも使いたいと思っています。今の時代
だからこそ、人とのつながりは生涯必要なことだと実感してい
ます。これからも自分にできるボランティアを無理なく続けられ
たらと考えています。

これからの抱負

久原　一也さん
（春日市在住）

マラソン、囲碁
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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

香典返し寄付金

一般寄付金 物品寄付

●池田　亜希 様（鳥栖市）
　…亡夫　池田　一洋 様

●松島　日向子 様
●松延　直美 様
●長井　陽子 様
●㈱太陽商事 様
●ヘアーサロン創 様
●匿名　　４件

●白水　理紀之助 様
●福岡県建設労働組合　筑紫支部 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
●つくし中央ライオンズクラブ 様
●かすがばる～んクラブ 様
●匿名　　４件

障害者支援施設 宰府園　様
照栄建設（株）　様
一般社団法人 小倉水利・財産保存会　様
春日市母子寡婦福祉会　様
ＮＰＯ法人 子ども未来ﾈｯﾄﾜｰｸ春日　様
手をつなぐ育成会かすが　様

福祉会員御礼 個人：10,000円以上　法人・団体：5,000円以上　順不同18件

和田　孝基  様
白水　ミヨ子　様
福田　佳子　様
藤井液化ガス（株）　様
公益社団法人　春日市シルバー人材センター　様
春日市商工会　様

福祉会員協賛店が増えました！ＮＥＷ！

株式会社　井口タタミフスマ店
春日市宝町4-8-3　フリーダイヤル 0120-00-4273
ホームページ　http://www.tatamiclub.co.jp

創業４７年のタタミ店です。
タタミの他フスマ・障子・アミ戸・リフォームを承ります。
お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。

内容については、本会ホームページでも紹介しています。
（福祉会員協賛店とは？）
春日市内の福祉活動を支えて頂いている「福祉会員」加入者に対し、特典やサービスを提供していただく等、福祉会員制度の普及・啓発にご協
力いただくものです。関心ある店舗様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

春日市社会福祉協議会　事業総務課　電話５８１－７２２５

サービス・特典 通常価格（又は売り出し価格）より５％値引き

お店の紹介

　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。

Ｈ３０．６．１～Ｈ３０．７．３１

多機能型事業所　ひいらぎ　様
GRAPH（株）　様
（株）かね長　様
（株）三機産業　様
（株）にしけい　様
（株）友心　様

スナック　もっこす

スナックもっこすです。店を出して３５年ほどたった店です。
セット１,０００円、カラオケ１,０００円歌いたい放題です。
セットは３品以上ここの自慢の料理です。
キープオール３,０００円です。

サービス・特典 キープ６本目サービス（５本ごとに１本サービス）

お店の紹介

春日市須玖北8-11　電話 092-575-0767

生活支援コーディネーターをご存知ですか?
高齢社会になっている現在、市民のみなさまが、『住み慣れた場所で、いつまでも生活していくために！』
を目的に、「生活支援コーディネーター」が社会福祉協議会に配置されています。
（H２８年度から市の委託）
生活支援コーディネーターの役割は、住民同士の「支え合い・助け合い」を広めるために、地域の困りごと
を聞き、必要な支援を住民の方々と共に語らいながら、作りあげていくお手伝いをすることです。
子ども達の未来のためにも、私たちができる事をできる範囲で、自分たちの地域をつくっていきません
か。みなさま、『自分達の地域づくり』に力をかして下さい。

高齢や障がいなどにより、自分の判断で日ごろ
の生活を送ることが難しくなったとき…
安心して住みなれた地域での生活が送れるよ
うに、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理
のお手伝い（援助）をするサービスです。

TEL.５８１－７２２５　生活支援担当問い合わせ

福祉あんしんサービス

介護保険の認定を受けられた方やご家族と相談し、その人らしい在
宅生活が送れるよう、必要なサービスを取り入れたケアプランを作
成します。

春日市社協ケアプランセンター（居宅介護支援）
問い合わせ TEL：581-7225／FAX：581-7258

問い合わせ TEL：915-1265

ホームヘルパーがご自宅へ訪問し、食事や入浴、排泄の
介助などの身体介護と、掃除や洗濯、買物、食事の準備な
どの生活援助を行います。

☆応募資格
　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
☆提出書類
　履歴書・修了証などの写し
☆申し込み・問い合わせ先
　春日市社会福祉協議会　地域福祉課　電話 581-7225

春日市社協ホームヘルパーステーション（訪問介護）

問い合わせ TEL:588-4118

ホームヘルパー募集！
～福祉の現場でわたしたちと一緒に働きませんか？～

「仕事を探しているけど見つからない」「借金の返済が
きつい」「子どもがひきこもっていて、将来が心配」
こんな悩み、ありませんか？
市役所にあった生活困窮者自立相談支援窓口が、１０月から社会福祉セン
ターに移転し、くらしサポート「よりそい」という窓口名になります。
相談員がお話を伺い、解決方法がないか、一緒に考えていきます。
どうぞお気軽にご相談ください。

くらしサポート 「よりそい」
10月から
社会福祉センターに!!

窓口名 くらしサポート「よりそい」
住　所 春日市社会福祉センター内（昇町３－１０１）

メール yorisoi@kasuga-shakyo.or.jp
受付時間 月～金曜　8：30～17：00（土・日曜は要相談）

電　話 ０９２－５１５－２０９８
FAX ０９２－５８１－７２５８

Q A&

必ず本人が相談しないといけないわけではありません。まずはご家
族の方や、民生委員さんなど、心配されている方からご相談を受け
ることができます。

A

Q 本人が相談にいかないといけないの？

この窓口では金銭の給付はありません。家計相談員による家計状
況の聞き取りを行ったうえで、公的な給付制度や貸付制度の利用
等について、検討することができます。

A

Q 金銭の給付が受けられるのですか？

仕事のあっせんはできません。就労支援員がハローワークと連携し
て、本人にあった仕事を一緒に考えたり、探したりするなどのお手伝
いができます。

A

Q 仕事のあっせんをしてくれますか？

お体が不自由など、来所が難しい場合は、相談員がご自宅にお伺
いしてお話を聞くことができます。

A
Q 窓口まで行かないと行けませんか？

相談は無料です 秘密は守ります

相 談 ま ど ぐ ち の紹介

（春日市生活困窮者自立相談支援窓口）
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赤い羽根クイズ
～間違い探し～

右の２つのイラストには、まち
がいが7つあります。どこでしょ
うか？
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。

応募方法 はがきに答え、住所、氏名、電話番号と今月号へ一言を書いてお送り下さい
締め切り 10月末日
応 募 先 〒816-0851　春日市昇町３－１０１　社会福祉協議会「赤い羽根クイズ」係

発　表 12月号に掲載

平成30年度　市民福祉講座のご案内平成30年度　市民福祉講座のご案内
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。

場　所 社会福祉センター２階　大会議室(昇町3-101)
申し込み・問い合わせ先 電話・ファックスにてお申し込みください。
各講座とも定員になり次第締め切ります。
◆託児あり（無料。生後５カ月以上。）　定員10名　10月31日（水）までにお申し込み下さい。
※ＦＡＸの場合はお名前・電話番号をお知らせください。　※手話通訳、要約筆記が必要な方はご連絡下さい。
※会場は駐車場に限りがあります。できるだけ公共の交通機関を利用してご来場下さい。　
　春日市社会福祉協議会　　☎　５８１－７２２５　　FAX　５８１－７２５８

講演会

講演・実技

テーマ「コミュニケーションのコツ」～笑顔のもたらす効果～

テーマ「転倒予防は足元から」～自宅でできる3つの習慣～

○講師　福岡女学院大学　人間関係学部心理学科教授　佐野幸子 氏

○講師　足育のススメ　木村珠江 氏

子育て健康福祉

いきいきフェスタ春日 ２０１８

　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。

日　時 １０月２１日（日）
午前１０時～午後３時

場　所 春日市いきいきプラザ
春日小学校

※フェスタ会場には駐車場がありません。
直接会場への乗り入れはできません。公共交通機関をご利用下さい。
またコミュニティバス「やよい号」をご利用の方は、ぱれっと館前が
バス停となり、コミュニティー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。

県民介護講座

参加費
無料 認知症

について考えるつどい
（認知症サポーター養成講座）

～認知症を正しく理解し、地域でともに生きるために

平成30年10月16日（火）午後1時30分～4時10分

申し込み・問い合わせ先
福岡県社会福祉協議会　介護実習課
ＴＥＬ　０９２－５８４－３３５１

講演1 「認知症の人とともに
　　　　　　よりよく生きる地域をつくろう」
株式会社　パーソン・サポート絆代表取締役　川島　豊輝　氏

講演2 「介護家族も本人とともに元気に」
若年性認知症の本人と家族の会ローズマリー　岡山　和行　氏

プログラム

　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。

かすがボランティアセンター

ボランティア募集

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

いきいきフェスタ春日 焼きソバ販売のお手伝い

春日市社会福祉協議会では、いきいきフェスタ開催時に食品
バザー会場で焼きソバの販売をします。その時、お手伝いをし
てくださる方を募集しています。出来上がった焼きソバの
パック詰めや麺を湯がくなどお願いします。

内　容

★さをり織りをする時に出る端糸をつないで、一本の長いさをり織りの糸に
　してください。その糸でまた、さをりを織り製品にします。
★毛糸でアクリルたわしや小物を編んでください。（作る物は自由です）

内　容

１０月２１日（日）
午前９時３０分～午後２時

日　時

いつまでにというような期限はありません。日　時

（事前の準備）物品の整理や値段つけなど
１１月１６日（金）午後２時～５時
         １７日（土）午前９時～正午、午後１時３０分～４時３０分
（当日のお手伝い）
１１月１８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）でのお手伝い　午前９時３０分～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～４時

日　時

いきいきプラザ　駐車場
食品バザー会場（昇町１－１２０）

場　所

ボランティアセンターに材料（毛糸やさをり織りの糸）を取りに来て、自宅に
持ち帰って作業してください。
※材料が無い場合もありますので、取りに来られる前に電話で確認をしてく
ださい。

場　所 かすがボランティアセンター（昇町３－１０１）
☎５０１－１１３６　FAX５８１－７２５８
　月曜日～土曜日　午前８時３０分～午後５時

受付・問い合わせ先

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、昼食は各自で準備してください持ち物

動きやすい服装、エプロン
昼食は各自で準備してください

持ち物

高校生以上対　象

とむも

さをり織りの糸を結ぶ、毛糸を編むとむも

かすがフリーマーケットin社協

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。

内　容

とむも

ぱれっと館“ゆり工房”では障がいのある方たちが、パン・洋菓子製造、木工作業、ビーズやさをり織りなどの製品作りの訓練をしながら、一般就
労を目指して励まれています。

物品提供のお願い
ドライヤー

利用者が入浴後にすぐに髪を乾かせるようにドライ
ヤーを数台求めています。故障してなくて、すぐに使
えるもの

社協のフリーマーケット
春日市社会福祉協議会では、１１月１８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。ご家族や職場など
で使わなくなった物や不要になった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下さい
■食品や衣類（新品のみ可）は受け付けていません
■食器は未使用の物をお願いします

フラダンス用パウスカート
苑内で行うフラダンス講座や発表会で、皆さんと楽し
むためにスカートやアロハシャツを求めています。

老人福祉センター ナギの木苑（星見ヶ丘１-7-1）
☎５９５－０５１３　担当：梅崎

受付・問い合わせ先

春日市社会福祉協議会（昇町３－１０１）
☎５８１－７２２５　担当：岩下

受付・問い合わせ先

触れて・遊んで・あんしん 手作り布おもちゃボランティア講座 ボランティア募集!

申し込み先
春日市社会福祉協議会ボランティアセンター 春日市昇町３－１０１
☎５0１－１１３６ ・ FAX５８１－７２５８
メールアドレス kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

布絵本ってなあに？

布のあたたかさ、やさしさに手で
触れて、遊びながら、楽しく、お子
さんの想像力がつき安心・安全で、
子どもたちに喜ばれています。

布絵本　イルカくらぶ

布絵本、布おもちゃ・エプロ
ンシアターなど製作し、地域
サロン、学校、家庭などに貸
しだしています。
☆活動：毎週月曜日
☆場所：ボランティアルーム
　（昇町3-101）

協力：春日市福祉ボランティア連絡協議会　イルカくらぶ

手芸が得意な方、ボランティア活動をしてみたい方お待ちしています

対象者 ボランティアに興味があり、今後ボランティア活動を
やってみたいと思う方、また、布絵本、おもちゃ製作に
関心があるかた

日　時 平成30年11月12日（月）   午後1時～4時
場　所 社会福祉センター（昇町3-101）3階

参加費
無料（先着20名になり次第締切りとなります）
※託児希望の方は託児代として1,000円必要です
（事前予約）

申し込み方法
11月2日(金)までに電話･ファックスかメールで
住所・氏名・電話番号を伝える（託児希望の方も含む）

足を育てることで、転倒予防、膝腰の負担軽減、運動能力の向
上につながります。どなたでも楽しく学べます。

地域の中でよりよい人間関係を作るために、心理学を活かした
コミュニケーションを図るためのヒントを学びませんか。

11
10
（土）

11
11
（日）

午前１０時～正午

定員１００名

午前１０時～正午

定員１００名 ※ソックス、はきなれたくつでお越し下さい。
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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

春日市一斉ボランティア

かすがボランティアセンター
☎５０１－１１３６　ＦＡＸ５８１－７２５８　メール kasuga-volo@aioros.ocn.ne.jp

　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！

地域 家族 仲間

春日奴国あんどん祭り
ボランティア募集!

いきいきフェスタ
ボランティア募集!

内　容 会場祭り前日準備、
あんどん設置作業など、

内　容 ふれあいカフェ、
抽選会場のお手伝い
(概ね２０名程度)

日　時 １０月１３日（土）
①午前１０～正午
②午後１時～３時
（概ね２０名程度）※少雨決行 日　時 １０月２１日（日）

①午前１０時～正午
②午後1時～３時

場　所 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 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。対　象 小学生高学年以上の人（小学生は保護者同伴）

対　象 小学生高学年以上の人（小学生は保護者同伴）

協　力 春日市民祭り振興会

持ってくるもの 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

申込・問い合わせ １０月５日(金)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 １０月１２日(金)までに電話、ファックス、
メールにて以下を伝えて下さい。

氏名・住所・電話番号・参加希望の時間帯・年齢（小学生は学年） 氏名・住所・電話番号・参加希望の時間帯・年齢（小学生は学年）

フ
リ
ー
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ー
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かすがフリーマーケットin社協 のお知らせかすがフリーマーケットin社協 のお知らせ
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。

日　時

場　所

11月18日（日）
午前10時～午後2時30分

社会福祉センター内（昇町３－１０１）

申込・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

出店料 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。

販売内容 物品販売（営業許可が必要なもの・飲食物・医薬品
等は出店できません）

申込受付 ９月２５日（火）～１０月１９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）
※抽選結果は後日はがきにてお知らせいたします。

フリーマーケット出店者☆募集

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）
⑥何を見て申し込んだか（広報誌、ＨＰ、友人からの
　紹介等）

返信おもて返信うら 往信うら往信おもて

問い合わせ先 ： 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

家族や職場、人間関係の悩み・・などどんなお話でもかまい
ません。心のなかにあるモヤモヤを話(放)してみません
か？カウンセラーが丁寧にお話を伺います。

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。

10月の相談日
３日（水）

　１０日（水）
１７日（水）
２４日（水）
３１日（水）

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士
行政書士

11月の相談日
７日（水）
１４日（水）
２１日（水）
２８日（水）

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士

10月の相談日
   ６日(土)
１３日(土)
２０日(土)
２７日(土)
11月の相談日
１０日(土)
１７日(土)
２４日(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

毎週水曜日
時間：午後１時～４時

毎週土曜日
時間：午後２時～５時

『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。

対人関係職場のこと

家庭の悩み

もやも
や

おおきくな～れ！ １０月１２日㈮・２６日㈮
１１月９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。

申込・問い合わせ先 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

 
  

毎月第２・４
金曜日

老人福祉センター ナギの木苑

（第５週目はお休み）

※11/23（金）祝は
　お休みとなります。

春日市星見ヶ丘１－７－１
TEL ５９５－０５１３

※ナギの木苑は入苑料の必要な施設です。
□入苑料　（入浴料含む）
　春日市市内60歳以上（市民）100円
小学生、障がい者100円
市内その他　　  200円

ナギの木苑は高齢者はもとより、誰もが利用できる市民憩いの施設です。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！）

☆社交ダンスはじめませんか！ 参加者
募集!９月より社交ダンス教室が水曜から金曜日に変更

になります。興味のある方はお問い合わせくだ
さい。
毎週金曜日/午前１０時～正午
（第2第4金曜日はダンス講師が来られます）

※１１月３日（土）は
　祝日のため休み

 


