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社協は地域の
サポーター
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「あしすと」の発行には、赤い羽根共同募金の配分金の一部が使われています。

自然災害が発生したら
～地域と社協、日頃からの取り組み～

市民福祉まつり・第33回ふれあい広場を開催しました
（平成30年11月３日　ウイングハット春日部）



共同募金運動報告
（２/ ８日現在）

募金協力者・団体（敬称略・順不同）

（一社）…一般社団法人　（公社）…公益社団法人　（公財）…公益財団法人　（福）…社会福祉法人　（特非）…特定非営利活動法人　（株）…株式会社　（有）…有限会社

募金種別 赤い羽根募金 歳末たすけあい募金
戸 別 募 金 16,229,862 4,867,825 
街 頭 募 金 332,148 0 
学 校 募 金 546,110 0 
職域（カード）募金 672,983 0 
大 口 個 人 募 金 114,741 10,000 
法 人 募 金 1,390,624 60,351 

計 19,286,468 4,938,176 

●共同募金運動  実績 （単位：円）　昨年 10 月１日から赤い羽根共同募金運動を
実施しております。市民の皆様をはじめとして、
各種団体や法人など多くの方のご支援とご協力
をいただき、厚く御礼申し上げますとともに、
募金実績についてご報告いたします。皆さまの
温かい心が込められた募金は、地域のお年寄り
や体の不自由な方、子供たちなどのために役立
てられます。

　平成 30 年 6 月は群馬県上野村に散策し、8 月は茨城県阿字ヶ浦海水浴場、11 月には茨城県大子町の袋田の滝へ散
策に出かけました。精神障がい者の社会参加支援にご理解ご協力、又ご寄附をいただきました地域の皆様に心より感謝
申し上げます。 （特非）藤の森福祉会「地域活動支援センターらるご」

★街頭募金
（公社）埼玉県弘済会埼葛支部／（公財）日本公衆電話会埼玉東分会／春日部市ボランティア活動推進連絡会／春日部市青
少年育成推進員協議会／ガールスカウト埼玉県第 26 団／ガールスカウト埼玉県第 16 団／春日部市ふれあい大学校友
会／ボーイスカウト春日部第７団／ボーイスカウト春日部９団ビーバー隊／（特非）福祉作業所ひばり園／豊春中学校／
イオン春日部店／あおぞら／めだかの学校／（特非）藤の森福祉会

平成30年度
ましたあり

がとうござい

　共同募金の配分金を活用させて頂き、念願だった調理室の大改修をすることが出来ました。まるで新
築のように新しくなった調理室で調理員さん達は益々パワーアップして元気に美味しい給食を作ってく
れています。ご寄付頂いた皆様本当に有難うございました。 （福）やなぎ会小渕保育園

　今年度、赤い羽根進学費用応援プロジェクトにより大学・短大に進学予定の高校生 3 名に対し一人
29 万円が支給されました。ご寄付者様には深く感謝申し上げるとともに、先輩たちの努力が希望とな
ることを祈っています。 （福）子供の町

★職域募金・大口個人募金・法人募金
春日部市職員厚生会／春日部市うづき会／各地区・自治会・町会／各民生委員・児童委員／日科ミクロン㈱福祉のニッ
カ／（株）興文館／（株）アマチャ／東亜道路工業㈱東埼玉営業所／わかば商事（株）／（有）あすま商事／（有）林商会／ （有）
本澤運送／（有）トイダ石油／（有）ミスズ／キッコーマン労働組合野田工場支部／文具のナカジマ／（特非）成年後見セ 
ンターあい／（特非）福祉作業所ひばり園／（特非）藤の森福祉会／（特非）MCKコミュニティ／（一社）春日部市薬剤師会
／特別養護老人ホーム豊潤館／埼玉りそな銀行春日部支店／埼玉りそな銀行春日部西口支店／埼玉りそな銀行庄和支
店／埼玉りそな銀行武里支店／埼玉りそな銀行春日部プレミアムオフィス／埼玉りそな銀行春日部西口住宅ローンご
相談プラザ／武蔵野銀行藤ヶ丘支店／武蔵野銀行春日部支店／武蔵野銀行庄和支店／武蔵野銀行武里支店／埼玉縣信
用金庫春日部西口支店／埼玉縣信用金庫春日部支店／埼玉縣信用金庫豊春支店／川口信用金庫春日部支店／川口信用
金庫一ノ割支店／埼玉県庄和浄水場／埼玉県東部地域振興センター／埼玉県春日部県税事務所／埼玉県東部中央福祉
事務所／埼玉県春日部農林振興センター／埼玉県総合治水事務所／埼玉県東部教育事務所／春日部小売酒販組合／春
日部イブニングロータリークラブ／道の駅庄和 指定管理者 庄和商工会／春日部市佛教会／春日部地区保護司会春日部
支部／武里団地自治会協議会／春日部税務署／春日部警察署／三愛保育園／一の割自然保育園／小島保育園／春日部
高等学校定時制／将棋愛好会／春日部市吟道連盟／内山晴美／江森米藏／上原十九三／村松百治／横山敦志

★学校募金
桃園幼稚園／真由美幼稚園／春日部幼稚園／藤塚幼稚園／牛島幼稚園／一の割幼稚園／武里第二幼稚園／武里幼稚園
／ひかり第二幼稚園／春日部成就院幼稚園／あおぞら保育園／うらら保育園／小渕保育園／春日部保育園／第７保育
所／小島保育園／信愛保育園／三愛保育園／かすかべそらら保育園／豊春中央保育園／森のひろばチャイルドケアセ
ンター／緑の森保育園／大増のぞみ保育園／認定こども園ふたば／八木崎小学校／中野小学校／内牧小学校／立野小
学校／宝珠花小学校／牛島小学校／南桜井小学校／豊野小学校／緑小学校／上沖小学校／桜川小学校／川辺小学校／
小渕小学校／藤塚小学校／幸松小学校／粕壁小学校／正善小学校／武里南小学校／武里西中学校／春日部中学校／武
里中学校／豊野中学校／緑中学校／豊春中学校／谷原中学校／春日部共栄中学校／春日部女子高等学校／春日部高等
学校／春日部東高等学校／春日部工業高等学校／春日部高等学校定時制／春日部共栄高等学校／春日部特別支援学校

ありがとう ～平成30年度赤い羽根共同募金配分を受けた団体・施設からのメッセージ～
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３/20（水）　
13：30～16：00　ご近所付き合いが少なくなってきている今、地域の皆さんが気軽に集え、交流出来る

場が求められています。一緒に地域の居場所づくりを始めてみませんか ?

会場：総合福祉センターあしすと春日部
対象： 市内在住でふれあい・いきいきサロンを立ち上げたい方または既にふれあい・い

きいきサロンの活動をしている方　70 名（申込順・既存団体は各団体２名まで）
内容：ふれあい・いきいきサロンってどんなところ？必要性とその効果
　　　 いきいきと暮らすために、健康寿命を延ばそう～身・心・脳を鍛えよう～
　　　活動や進め方で悩んでいること・工夫していること

研修サ ロ ンきいきい・あいふれ

「いま、お葬式は準備する時代です」
火葬式　家族葬　一般葬　95,000円（税抜）～

春日部・白岡営業所　：　白岡市太田新井568－4　 0480－31－6975　本社　：　越谷市増林5918－1　代表　048－960－7370
春日部・白岡家族葬ホール　

事前相談、御見積無料　お気軽にご相談下さい

地域に場所を開放してくださる方を
　社協では、地域住民が気軽に顔を
合わせ交流できる場など、地域の居
場所づくりを推進しています。
　春日部市内でお店や施設の使って
いないスペースや、空いた時間に場
所を提供していただける方はご連絡
ください！

全国社会福祉大会
　平成30年11/22（木）東京都のメルパルクホールにて全国社会福祉大会が開催されました。
全国社会福祉大会では、毎年、厚生労働省、全国社会福祉協議会、中央共同募金会の３団体よ
り、多年にわたり社会福祉及びボランティアの各分野の発展に功労のあった方々に対し、厚生
労働大臣表彰を行っています。今年度は市社協推薦により以下の方が表彰されました。心から
お祝い申し上げます。
(敬称略)

●鈴木浩子厚生労働大臣表彰

 (敬称略・順不同)

埼玉県社会福祉大会
　平成 30 年 11/27（火）埼玉会館にて埼玉県社会福祉大会が開催されました。埼玉県社会
福祉大会は、長年、社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰する大会で、今年度は市社協推
薦により以下の皆様が表彰されました。心からお祝い申し上げます。

　1/31（木）、社協と春日部警
察署は子供や高齢者が安全に安
心して生活できる社会づくりに
向けた「見守りネットワーク」
についての覚書について、社協
時田美野吉会長、春日部警察署
榊原範人署長が覚書に署名いた
しました。
　これにより、社協と春日部警
察署は子供や高齢者等の安全と
安心を確保するため、相互に地
域の安全に関する情報の共有及
び連携を図ることを確認いたし
ました。

●東海林幸江　●加藤悦子　●小泉美智子
●給食ボランティアモンキーポート　
●朗読奉仕グループ藤の会　●ＶＧ・むぎわらぼうし
●春日部手話サークル　●春日部点字サークル　
●舞美ボランティア

県社会福祉大会知事表彰

●落合幹雄　●上原十九三　●筧田吉一

県共同募金会知事表彰

県社会福祉大会会長表彰
●関根慶剛　●廣岡幸　●相谷育
●松本博道　●竹内伸子　
●民謡コスモス
●いきがい大学春日部學園 13期
　ボランティア部

●松嶋昇　●武石勝治　●阿部光雄

県共同募金会会長表彰

募集
しています！

地域開放
スペースマップを
発行し、地域へ情報を
発信しています！

締結しました

『見守りネットワーク』
をについての覚書
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自然災害が発生したら自然災害が発生したら
〜地域と社協、日頃からの取り組み〜

特集

武里公隣防災対策連絡協議会 豊野地区災害対策協議会

　近年、全国各地で多発している自然災害。2018 年には、大阪北部地震（６月）、西日本豪雨災害（７月）、
台風 21 号と北海道胆振東部地震（９月）などが大きな被害をもたらしました。
　春日部市でも、今後 30 年以内に 70％の確率で震度６弱以上の地震が発生すると想定されています。
　災害が起きた時、まず「いのち・暮らし」を守ることが重要です。そして、それを左右するのが日頃の
繋がりではないでしょうか。

　そこで、埼玉県共同募金会から「災害に備える事業」として助成をうけた 2 地区の取り組みについ
て紹介します。（この助成金の募集はすでに終了しました）

普段できないことは、災害時もできない
　普段できることが、災害時にもできること
　　その時、何ができるかは
　　　それまで、何をしてきたか　　

出典：宮﨑賢哉
「災害ボランティア登録者研修」

自治会の枠を超え、
地域防災力向上をめざす

いざという時、頼りになるのは
『地域の絆』です

　豊野地区自治会連合会では、以前より地区内の工
業団地協同組合と商店会連合会の三者で『災害時に
於ける災害応急対策に関する防災基本協定書』を締
結し災害に備えてきました。これは、大規模災害が
発生した時、三者で協力して災害被害の防止や軽減
を図ろうという『共助』の精神に基づいたものです。
　平成 28 年度には、豊野地区 14 自治会のそれぞ
れに設置された自主防災組織を主体として地区全体
の防災力を高めるために「豊野地区災害対策協議会」
を設立しました。
　また、平成 30 年度には、地区内の２つの企業と
6 つの社会福祉関連施設との間で災害時における対
応について協議を重ね、『協定書』の締結が実現し
ました。
　今後は、豊野地区災害対策協議会と工業団地共同
組合・商店会連合会・企業・施設が互いの行事に参
加しあうなどして、普段からコミュニケーションを
密にし、訓練を積み重ねることで、この協定の実行
力を高めていけるようお互いに努めていきます。

救護・搬送訓練の様子(毛布担架)

　合同防災訓練では、親子連れの皆さんにも大勢ご
参加いただき、一生懸命に訓練に望みました。
　写真は春日部市建築行政連絡協議会による住宅耐
震無料相談コーナーの様子。

　武里公隣防災対策連絡協議会は、武里地区公民館に
隣接する 4 つの自治会 ( 備後同友自治会、備後朝日ヶ
丘自治会、備後須賀第四自治会、上川町会 ) で構成さ
れています。
　公民館とともに、防災マップやガイドブックの作成、
災害時要援護者名簿の作成から活動をスタートしまし
た。その後も、地域住民の声を大切にし、毎年活動内
容を深めています。協議会発足後は、まずは安全なと
ころへ多くの人が避難できることを念頭に、災害時要
援護者を地域で把握し、近隣の住民による支援体制を
整えることに重点を置いて活動してきました。しかし、
実際には避難所生活での肉体的・精神的疲労によって
亡くなられた方が大勢いることがわかり、避難生活が
少しでもストレスなく送れるように、近年は避難所開
設・運営訓練にも取り組んでいます。
　女性役員が少ないことや若年層の参加が少ないこと
が課題ですが、「ぼうさい小町武里」を立ち上げ、女性
目線での防災・減災の取り組みを進めたり、地域の小・
中学生を対象に「防災体験ツアー」を夏休みに実施し、
防災事業に興味を持ってもらうように取り組んでいま
す。このような取り組みが評価され、平成29年度に「第
22回防災まちづくり大賞（消防庁長官賞）」、平成30年
度に「防災功労者内閣総理大臣表彰」を受賞しました。
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災害ボランティアセンターを設置します

災害について考える （平成30年12/15）

災害ボランティア登録者養成講座 （1/12）

災害時ボランティア設置運営訓練の内容

ボランティア受付班

ニーズ班

活動終了後

被災者役

ボランティア役

講座内容

講座内容

　社会福祉協議会では、災害が起きると、春日部市等関係機関との連携により「災害ボランティアセンター」
を設置し、災害ボランティアの活動を、円滑かつ効率的に行えるよう調整を図ります。

　災害時に起こる様々な問題について、今年は、「災害時におけるペット
対応とボランティアの関わり」のテーマで講座を開催しました。

● 災害が起きた際に考えられる
ペットへの対応やボランティア
としての関わり

● 実際の被災地でのペットへの対
応について

● 「避難所内でのペットのお世話
をする場所」をテーマとしたグ
ループワーク

● 今後想定される災害について（春日部市防災対策課）
● 災害時対応力研修（熊本県益城町災害ボランティアセン

ター記録誌）
● 災害ボランティアセンター設置運営訓練

▲架空の小学校「春我部小」

災害に
備えて…

ボランティア受付

活動前に
注意点など
の説明を
受けます

ニーズと
ボランティアさん
のできる活動を
マッチング
していきます

活動報告をします

活動に関わる手続き・
災害ボランティアセンターの
管理を担当しています

活動先に
必要な資材を
受け取ります

被災者から
の要望を
受け付けます

総務班

資材班

被災者の所へ出向き、
ニーズを聞きだす事も

マッチング・送り出し班
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お知らせ広場

かすかべ家事サービス事業
協力会員・利用会員募集

たすけあい

　住民相互の助け合いにより日々
の生活の支援を行うことで、互い
に支え合いながら、誰もが安心し
て住みやすい地域社会をつくるこ
とを目的とする事業です。
支援内容 　洗濯、掃除、買い物、炊事、

通院介助、院内介助など
支援日　 月曜日～金曜日  ※土日

祝日、年末年始を除く
時　間　 ８：30 ～ 17：00
　　　　 （１回あたり概ね２時間

まで）
料　金　 １時間あたり700円
　　　　 （通院・院内介助は1,000

円）
　　　　 協力会員はその他社協か

らの助成金100円
登録年会費　300円
問合せ　地域福祉担当
　　　　048-762-1081

　ひまわり園は、障がいのある方が「仕事」を
通し訓練を行う就労継続支援Ｂ型の施設です。
　自主製品の製作や企業から受注した作業を
行っています。
　一緒に働く利用者（知的障がい者、身体障
がい者）を募集しています。
　是非一度見学にいらしてください。随時受
付中です。
場　所　 春日部市大衾・南桜井駅より徒歩10分
問合せ　ひまわり園　048-718-2011

一緒に働きませんか！

ひまわり園
利用者募集

　ご家庭でお暮らしの身体
障がい者の皆さんが、レ
クリエーション・入浴・食
事などの活動を通して、一
日を“いきいき”“楽しく”
お過ごしていただけるよう
に努めています。
　是非一度見学にいらして
ください。随時受付中です。
場　所　 春日部市中央・八

木崎駅より徒歩７
～８分

問合せ　 あしすと身体障害
者地域活動支援セ
ンター

　　　　048-762-1081

あしすと
身体障害者
地域活動
支援センター

利用者募集

利用者募集

事前のご相談事前のご相談 安置室完備安置室完備 バリアフリーバリアフリー

あしすと春日部デイサービス
センター

ゆっく武里
デイサービスセンター

　ボランティア活動をする方、受け入
れる方、互いが安心して活動を行う
ため、ボランティア活動保険へ加入し
ましょう。今年度加入されている方も 
３/31（日）に期間が満了となりますの
で、更新手続きをお願い致します。
必要なもの 　印鑑、団体の場合は加入

者名簿
補償期間　 2019年 4/1 ～ 2020年3 / 

31（4/1以降の手続きの
場合は、加入手続き完了翌
日から３/31まで）

保険料　 補 償 内 容 に よ り 異 な り ま
す。 詳 し く はhttp://www.
fukushihoken.co.jp/をご覧
ください。

問合せ　地域福祉担当
　　　　048-762-1081

ボランティア活動保険
の更新を忘れずに！

ボランティア

　「どんな所？」「どんな事をしている
の？」気になった方は是非一度見学に
いらしてください。随時受付中です。

場　所　 春日部市大枝・武里団地内武
里出張所となり

問合せ　 ゆっく武里デイサービスセン
ター

　　　　048-733-5551

場　所　 春日部市中央・八木崎駅より
徒歩７～８分

問合せ　 あしすと春日部デイサービス
センター　048-762-1081

◎ 自慢の広々としたお風呂でゆったり
温泉気分を楽しみませんか？機械浴
もリニューアルしました☆

◎ 武里団地内にある、緑豊かな公園に
隣接した施設です。緑の中のお散歩
や笑顔と、笑いあふれる時間を一緒
にすごしませんか？

　介護保険の認定を受けた在宅の高齢
者の皆様が、創作活動・外出・楽しい
年間行事や食事・入浴などを通じて毎
日を楽しく過ごしていただけるよう努
めています。
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最新の情報はWebでチェック！ 春日部市社会福祉協議会 検索

春日部市社会福祉協議会　http://www.kasukabeshishakyo.or.jp/

←

　本会は、春日部市を中心に活動するボランティ
ア団体及び個人が加入し、会員相互の情報交換や
イベント開催・参加等により、ボランティア活動
の普及・発展に努めています。
　私たちと一緒に活動しませんか？
活動内容
・ボランティアフェスティバルの開催
・研修会の開催
・社協行事への参加・協力　　など
問合せ　社会福祉協議会（事務局）
　　　　地域福祉担当
　　　　048-762-1081

春日部市
ボランティア活動推進連絡会

会員募集中！

ボランティア
掲示板

いっしょに
活動しませんか？職員募集

　平日8:30 ～ 17:15の勤務です（土日祝祭日は休み）
　昇給有　賞与は年２回（６・12月）

●介護支援専門員
業務内容　 地域包括支援センターにて予防プラン作成、相

談業務等
資　格　介護支援専門員
給　与　月額180,200円　
勤務地　あしすと春日部内
問合せ　在宅支援担当  048-762-1081

●サービス提供責任者
業務内容　 訪問介護に関する業務・書類作成・ヘルパー業

務等
資　格　介護福祉士
給　与　月額160,200円　
勤務地　あしすと春日部内
問合せ　在宅支援担当  048-762-1081

専任職員Ⅰ種

　勤務日・時間については応相談
　詳しくはホームページをご覧いただくか直接お問合せく
ださい。

●デイサービス介護員 
業務内容　 介護業務全般
勤務地　・あしすと春日部デイサービスセンター
　　　　・ゆっく武里デイサービスセンター
問合せ　在宅支援担当  048-762-1081

●登録ホームヘルパー
業務内容　 身体介護・生活援助等
問合せ　在宅支援担当  048-762-1081

●デイサービス運転手
業務内容　 デイサービスご利用者様の送迎業務
勤務地　・あしすと春日部デイサービスセンター
　　　　・ゆっく武里デイサービスセンター
問合せ　在宅支援担当  048-762-1081

専任職員Ⅱ種（パート）

地域デビュー体験会
３/27（水）　14：00 ～ 16：00
ララガーデン春日部
　ボランティア団体の紹介や活動体験を行ない
ます♪
　好きなこと・興味のあることから地域デビュー
の１歩を踏み出してみませんか？

「わくわくの森  春」
を開催します！

４/ ３（水）、４（木）　、５（金）
10：00 ～ 12：00　牛島ボランティアセンター
　長期休みの子どもの居場所づくりとして、地域
のボランティアさんが、みんなで楽しめるレクリ
エーションを行ないます！
★ 子どもたちと工作を行なうにあたり、材料を集

めています！
≪集めているもの≫ ●厚紙（菓子箱など）●毛糸
　ご提供いただける方は、牛島ボランティアセン
ターへ事前にご連絡のうえ、お越しください。
問合せ　牛島ボランティアセンター
　　　　048-763-8957
　　　　（平日10：00 ～ 16：00）

出入
自由

申込
不要

参加
無料
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相 談 室 のご案内
心の相談

（臨床心理士による相談 要予約 ※前月１日から受付）
日時：毎月第２・４金曜日　９：00 〜 12：00
弁護士相談

（要予約 ※当月１日から受付）
日時：毎月第２・４金曜日　13：00 〜 16：00

社会福祉法人　春日部市社会福祉協議会
〒344−0067　春日部市中央2−24−1
春日部市総合福祉センター「あしすと春日部」（2階）
TEL048−762−1081　FAX048−752−3716

編 集 ・ 発 行

♥皆様からの温かい善意
（平成30年10/１～ 平成31年１/30）

福祉資金（敬称略・順不同・単位：円）

中田測量設計事務所（4件） 20,000 
スターガザール 5,000 
春日部市食生活改善推進員協議会武里地区 3,705 
春日部市文化連合会庄和 62,328 
加藤弘（２件） 20,000 
オオタ美芸 20,000 
春日部市ボランティア活動推進連絡会 30,370 
春日部市建築十日会 50,000 
カトレアグループ 10,000 
ほのぼの会 3,846 
フレンドリーＴＢＧ 7,529 
庄和地区明るい社会づくりの会 10,000 
春日部市食生活改善推進員協議会幸松地区 2,000 
豊野中学校PTA 10,000 
武里団地お茶飲み会 9,696 
名倉由紀子 23,566 
埼玉土建一般労働組合春日部支部 26,500 
渡邉恵之助 100,000 
春日部市食生活改善推進員協議会豊野地区 3,000 
いきがい大学春日部學園13期ボランティア部 5,000 
すずらん幼稚園 10,000 
埼玉みずほ農業協同組合共済友の会 5,000 
米島第一区 1,900 
匿名（５件） 45,150 

物品寄贈（敬称略・順不同）

根本　誠 車椅子1台
春日部市ガールスカウト連絡会 雑巾123枚／ふきん30枚
朝日生命保険相互会社東京統括
本部呉服橋営業所 車椅子1台

匿名（８件）

シルバーカー 1台／紙お
むつ29袋／紙パッド８
袋／手作りバンダナ／
タオル150本／ミニタオ
ル56本／米40㎏

●社協窓口　中央2-24-1あしすと春日部内
●郵 便 局　�備え付け振込用紙にて、下記事項をご記

入のうえお振込みください。
　口座番号：00100−6−608996
　口座名義：社会福祉法人春日部市社会福祉協議会
　通 信 欄：住所・氏名・電話番号・寄付
　　　　　　あしすと掲載の可否をご記入ください。
　　　　　　※大変申し訳ありませんが、手数料はご負担願います。

〈皆様からの寄付受付方法〉

ご寄付のお願い
　社会福祉協議会では、皆様からの会費や寄付でさま
ざまな事業をおこなっております。
　皆様からのご寄付をお待ちしております。

義援金を募集しています
　春日部市社会福祉協議会では、災害により被災され
た方々への支援として義援金を受付けています。

【現在受付中の義援金】
①平成28年熊本地震義援金
　受付期間：３/31まで
②平成30年７月豪雨義援金
　受付期間：６/28まで
③平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
　受付期間：３/31日まで

【受付窓口】
春日部市社会福祉協議会事務局
　引き続き、温かいご支援、ご協力をよろしくお願い
いたします。

日　時　４/19（金）　13：30 ～ 16：00
会　場　ララガーデン春日部
　　　　コミュニティルーム
対象者　ボランティアに関心のある市内在住の方
定　員　40名（申込順）
申　込　４/12（金）までに、電話または窓口へ

ボランティアを始めたいと思ってい
る方を対象に、ボランティア活動に
ついて紹介します。

問合せ  地域福祉担当 048-762-1081

　前号、「あしすとNo.40」の特集記事５頁に誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。

[誤]  サンライズ・ヴィラ春日部
[正]  サンライズ・ヴィラ北春日部

お詫びと訂正

時　間 内　　容
13:30

～
講義「ボランティア活動について」
春日部市社会福祉協議会

展示「昭和
の春日部・
生活と暮ら
し展」
春日部市回
想法ボラン
ティア「ふ
れあい幸齢
倶楽部」

14:10
～

講義「活動団体紹介」
・かすかべ案内人の会
・春日部市回想法ボランティア「ふれあい幸齢倶楽部」

14:40
～

※選択制

Ａコース Ｂコース

市内散策
「春日部の魅力を再発見し
よう！」
かすかべ案内人の会

講演「映像と音楽で語る
昭和の生活と暮らし」
春 日 部 市 回 想 法 ボ ラ ン
ティア「ふれあい幸齢倶
楽部」

15:50
～

登録「ボランティア登録・地域活動のご案内」
春日部市社会福祉協議会

「春日部を知ろう　春日部×歴史」ボランティア入門講座
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