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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
ボランティア交流会、講座のご案内
あいあい広場ご案内　障害者週間（12/3～9）
ボランティア募集

ご報告 平成30年度福祉功労者受賞報告

No.24212月

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://www.kasuga-shakyo.or.jp　（Eメール）fukushi@kasuga-shakyo.or.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❤
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平成30年

障害者週間は、「国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、
経済、文化その他あらゆる文化の活動に積極的に参加する意欲を高めること」を目的に定められています。
この週間にあわせて啓発イベントが各地で開催されています。春日市で、12月8日（土）に防災運動会に併せて
地域交流事業「あいあい広場」が行われます。

春日市社協では、障がいのある方とない方の地域
交流事業「あいあい広場」を通して、障がいへの理
解を深め、共に地域で生活していく住民として、つ
ながりや仲間づくりへの支援を行っています。

ダンス

来てね
どなたでも

待ってるョ!!
「ダンスで仲間作り！」をテーマに楽しい曲に合わせて

参加者みんなで「きずな・つながり」を作ります

12月8日（土） 午後3時～4時
春日市総合スポーツセンター （大谷6－28）

絆を
つくるダンス交流♪ みん

なで共に支えあい

　市母子寡婦福祉会は、ひとり親家庭の親子を対象にクリス
マス会を開催します。日々の出来事や仕事・子育てのことな
どいろいろおしゃべりして楽しくリフレッシュしましょう。
　母子会の会員でない方も、ちょっと話を聞いてみたかっ
た・・・または話を聞いてほしかった…という方も歓迎します。

飲料代の５％が赤い羽根共同募金に寄付
されます。

ひとり親家庭の
　　クリスマス会

ひとり親のみなさん集まれ～!!

昨年の様子

日　時 １２月１５日(土)　午後５時～９時
場　所 社会福祉センター２階　大会議室（昇町３ー１０１）
内  容 クリスマス会、ビデオ鑑賞、軽食、懇談会、抽選会
参加費 １世帯５００円
申込み 準備の都合がありますので、１２月１1日までに電話・FAX・

メールでお申し込みください。
（参加者全員の氏名・年齢・電話番号を伝えてください）

申し込み・問い合わせ先
白水大池公園内虹の売店　TEL＆FAX兼用（５９６）９９２５
Ｅｍａｉｌ　ｋａｓｕｇａｂｏｓｈｉ＠ｗａｋ．ｂｂｉｑ．ｊｐ

「赤い羽根自動販売機」設置
ありがとうございます！

ボランティア活動に５年以上従事されている個人・団体に対
して福岡県知事より賞状が贈呈されました。市内高齢者施設
で長年ボランティアをされている松崎さん、市内障がい者施
設等で長年ボランティアをされている宮崎さんの2名が今年は
選ばれました。
おめでとうございます。今後もますますのご活躍を期待して
います。

報　告

県知事感謝状　松崎　文夫さん
　　　　　　　宮崎　利津子さん

福祉会員協賛店が増えました！ＮＥＷ！

有限会社　ナカムラセイカン
〒816-0855　春日市天神山7-97
電話 092-591-7515　ＦＡＸ 092-591-7124
ｅ－mail　n-seiekan@bb.csf.ne.jp
営業時間　8：00-17：00　定休日　土日祝日

サービス・特典 作業費、工賃10,000円以上の場合1,000円引き。

地元春日市で水道の修
理工事をしています。
お困りのことなどありま
したら、ご連絡ください。

紹介コメント

問い合わせ先 福岡県共同募金会春日市支会　電話581-7225

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
Ｈ３０．８．１～Ｈ３０．９．３０

香典返し寄付金 物品寄付
●中溝　泰浩 様（春日原北町）
　…亡母　中溝　牧子 様

●松野　智子 様
●相川　猪之助 様
●筑紫遊技場組合 太宰府栄 様
●春日遊技場組合 那珂川キング
　本店１５００ 様
●平田台シニアクラブ 緑翠会 様
●GRAPH㈱ 様
●㈱太陽商事 様
●匿名　６件

一般寄付金
●春日市介護を考える家族の会
　「ひだまりの会」 様
●かすがばる～んクラブ 様
●匿名　２件

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

●ママ♥さぽ～と 様

●霊友会九州支局 様

●株式会社　天国社
　　　　春日会館 様

●にじ保護者会 様

●株式会社　白水堂 様

●松尾商事有限会社 様

●春日市職員　互助会 様

Ｈ３０．８．１～Ｈ３０．９．３０

平田台公民館に
て「災害救援ベン
ダー」機能のつい
た自動販売機が
設置されました。

あいあい広場実行委員会 ☎５０１－１１３６問い合わせ

平成30年度福祉功労者に対する県知事感謝状を授与されました！

赤い羽根クイズ 当選者発表!

（１０月号のクイズ）

・吉田千津子さん　・北原和子さん　・真島佐智子さん
・伊藤ひなたさん　 ・上村邦章さん　・宮地章さん
・篠原千里さん  ・千住博子さん  ・山田優羽さん　・長恵美子さん

●当選者発表 当選者には直接郵送いたします。

●クイズの答え
①必勝と心勝②得点数字８と６③車椅子男性のめがねの有無④サッカーボー
ルがある⑤愛ちゃんのまつげ⑥希望君のハチマキの長さ⑦カーテンの幅



１２月の相談日
５日(水)
１２日(水)
１９日(水)
２６日（水）

行政書士
行政書士
行政書士
司法書士

１月の相談日
９日(水)

１６日（水）
２３日(水)
３０日(水)

行政書士
行政書士
司法書士
行政書士

場　所
社会福祉センター４階
相談室

毎週水曜日
時間：午後１時～４時

※ナギの木苑出張相談　１２月

１２月６日(木)
午後1時～３時　（司法書士）
別途ナギの木苑入館料が必要です

－2－ －3－

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。

１２月の相談日
  1日(土)
  ８日(土)
１５日(土)
２２日(土)
１月の相談日
  ５日(土)
1２日(土)
１９日(土)
２６日(土)

場　所 社会福祉センター４階　多目的室

毎週土曜日
時間：午後２時～５時

対人関係職場のこと

家庭の悩み

もやも
や

（第５週目はお休み）

１１月１８日（日）社会福祉センターで開催されたフリーマーケット
は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。

春日市介護を考える家族の会
「ひだまりの会」20周年

報告

ひだまりの会は、在宅で介護する家族への大きな支えとなる活動を長年に
わたり取り組まれてこられました。１１月１５日（木）には節目の年を記念し
２０周年の集いが開かれました。

お知らせ
はじめの一歩

ボランティア交流会
ボランティア入門講座

ボランティア活動をしている人、関心がある人もみ～んなあつまれ!

どなたでも参加できる会です。

「ボランティアに興味はあるけど、はじめの一歩が踏み出せなかっ
た方や、始めるきっかけがないという方を対象に、ボランティアに
ついての入門講座を開催します！また２月２日（土）は実際にボラ
ンティア活動されている方との交流も予定しています。

平成３１年２月２日（土）　午前１０時～午後３時日　時

１月23日（水）までに電話・メール・FAXで事前にご連絡
下さい

申込み

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

申し込み・問い合わせ先　

社会福祉センター　２階大会議室（昇町３－１０１）場　所

社会福祉センター　２階大会議室（昇町３－１０１）場　所
５００円（昼食代）参加費

参加を希望される方は1月２５日（金）までに電話・ＦＡＸ・
メールでお申し込みください。(事前予約要)
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

申込方法

（午前）記念講演会　「テーマ：おにぎりに想いを込めて」
　　　特定非営利法人　ホームレス支援福岡おにぎりの会

理事長　郡島俊紀 氏
（午後）交流会、ボランティアグループの紹介、
　　　抽選会等

内　容

駐車スペースに限りがありますので公共の交通機関をご利用ください！
共催：春日市福祉ボランティア連絡協議会　かすがボランティアセンター

①１月２６日（土）
　講座・体験

午前１０時～
午後３時

ボランティアの心を体験しよう
始める前に心がけておくこと

②２月２日（土）
　交流会

午前１０時～
午後３時

ボランティア交流会
～活動者の意見をきこう！知ろう！～

期　　日 時　　間 内　　　容

　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11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

リアルサンタをコンセプトに、サンタ・トナカイ・ソリ（車の運
転）の３人ひと組で就学前の子ども達を対象に、クリスマスプ
レゼント（親から預かったもの）を届けます。サンタクロース
になりきってくれる男性や、プレゼントを渡す準備や鈴を鳴ら
してもらえる方を募集しています。

内　容

１２月２３日（日・祝）午後６時～８時日　時

第２・４火曜日　午前１１時～午後１時　どちらかでも可日　時

毎週月曜日　午後４時３０分～５時３０分
あなたのできる月曜日でお願いします。

日　時

動きやすい服装、上靴など持ち物

春日市内のサンタクロース訪問の申し込みのあった家庭（抽
選）を、事前に預かったプレゼントを持って車で回ります。

場　所

春日市役所１階ロビー
（原町３－１－５）

場　所

火曜日・金曜日　午後１時３０分～３時の間の
都合の良い１時間程度
＊火曜日・金曜日、両日でもいいし、
　どちらかの曜日でも可

日　時

エフコープデイサービス光町
第２りんご庵（光町１－４９－２）

場　所１８歳以上の方募集対象

いきいきプラザ　２階　すこやかルーム
（昇町１－１２０）

場　所

“たのしみ隊”隊員募集とむも

障がいのある方々の働く場である障がい福祉サービス事業所
“はるかぜ”では、毎週火曜日に春日市役所で、ケーキやクッ
キー、小物（絵ハガキ・財布・キーホルダー）などの製品を販売
しています。
本人たちが行う販売の支援をお願いします。

内　容 高齢者施設に通われている７０代の男性です。将棋が大好き
で、施設を利用する日に将棋をすることを楽しみにされてい
ます。
将棋の相手をお願いします。

内　容

障がい者施設の活動支援とむも 将棋の相手をしてくださいとむも

障がい者のダンス教室の支援
“ウィンズ”という知的障がい者のダンスチームです。インス
トラクターの指導を受けて、楽しみながら頑張っています。一
緒にダンスをしながら声かけ、見守り、着替えの補助などをお
願いします。

内　容

とむも

１回限りの参加でもかまいません。興味がある方、子どもが好きな方は
ぜひ、“たのしみ隊”隊長イブキもしくはボランティアセンターまでお問
い合わせください。　隊長イブキ　☎０９０-８６６１-９９１４

申し込み・問い合わせ先 １８歳以上の女性募集対象

ボランティアって楽しいＷＡ!かすがフリーマーケット ｉｎ 社協　お礼

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・問合せ先 春日市社会福祉協議会 ボランティアセンター ☎５０１－１１３６

 

おおきくな～れ！
１２月１４・２８日㈮ /１月１１・２５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♪

認知症の啓発として、市内介護事業所の利用
者や職員がリレーをしながら一つのタスキ
をつなぎ、まちを歩いてまわりました。

たんぽぽカフェは、生きがい仲間つくり・悩み相談介護
予防にだれでも気軽に立ち寄れる憩いの場所です。
※毎月第二木曜に開催しています

毎月第２・４金曜日
報告 RUN伴 ＋ 春日市

11/３(土)

たんぽぽカフェのクリスマス会
遊びにきませんか!

１２月１３日（木） （午前１１時～午後２時）日　時

社会福祉センター（昇町３-１０１）1階
〔須玖線やよいバス停：社会福祉センター前下車〕

場　所

２００円(コーヒー、軽食つき)参加費

生活おたすけたんぽぽの会
問い合わせ先　☎５０１-１１３６

主　催

５００円参加費


