ささえ愛センター紹介
ささえ愛センターには、隠れた便利機能がいくつかあります。
今日はその機能の一部と、今年度センタースタッフについて紹介致します！

相談できます！
NPO 相談

市民活動あれこれ相談

火～金曜日 9:00-21:00（左の時間内で予約）
NPO 法人の設立や、運営上の悩みについて、専
門の知識を有する相談員がアドバイスします！
設立に関する相談は、理念や事業等、団体として
の方向性がある程度固まってからのご利用が効
果的です。
電話 56-1943（予約制）

毎月第２水曜日 17:00-21:00
市民活動の疑問や悩みについて、経験豊
富な相談員が経験談等を交えながらアド
バイスします。
市民活動についての身近な相談用ですの
で、お気軽にご活用ください！
予約不要

情報あります！
「かすがい市民活動情報サイト」を利用すれば、
市内で活動している団体の活動情報を調べたり、
団体が募集しているイベントに
参加することができます！
身近に意外な活動があるかもしれませんよ？
是非ご活用ください！
URL：http://kasugai.genki365.net/

スタッフ紹介
今年の４月より、柴山所長（前列左から 2 番目）を
写真

始め、スタッフが大きく入れ替わりました。
「顔の見えるセンター」を目指して、みなさまと一
緒にささえ愛センターを盛り上げていこうと思っ
ています。
お立ち寄りの際は気軽に声をかけてくださいね！

発行：春日井市市民活動支援センター（ささえ愛センター）
〒486-0837 春日井市春見町３番地 TEL：0568-56-1943 FAX：0568-56-4319

春日井市市民活動情報紙

2012.06

青少年 ボランティア スクー
ル
部活や勉強もいいけど、夏休みに何か
新しいこと、やってみたいんだけど・・

ボランティア、やってみたら？
ちょうど夏休み前あたりから、「 青少年ボランティアスクール 」
っての、やるみたいだよ。

参加のための事前学習が７月７日（土）・２４日（火）午後１時３０分～午後３時
ささえ愛センターにて行われます（どちらか一日の参加で大丈夫です）
6 月 19 日（火）より、
ささえ愛センター（0568-56-1943）へお申し込みください！

事前学習の後、実際にボランティア活動をします

ボランティア活動が終わったら活動報告の準備！

このコラムは、情報紙「ささえ愛」の編集
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが不定期で寄稿します。

障がい者は「ボランティアを受ける側」のイメージが強いのですが、ボランティア活動をする障が
い者も中にはいます。特に、中途障がい者でボランティア活動をしている人は「失ったものを後悔す
るよりも、残された機能を思う存分使おう」という気持ちで活動しています。
いったい、どんな活動ができるかを紹介します。（代表的なもの）
○音訳ボランティア

○朗読ボランティア

○声の広報ボランティア

○シーンボイスガイド

これらは言語障がいがない車いす利用者や杖を必要とする人たちにはうってつけでしょう。
○点訳ボランティア
点字器を使う方法とパソコンを使う方法の２種類があるので、四肢麻痺の障がいがある車いす利用
者でもできます。点訳用のパソコンソフトもあります。
○福祉学習の講師
小中学校や高校、地区社協が主催する福祉学習で、障がい者が講師となって講義を行います。直接
出向いてお話をするので、障がい者の気持ちがストレートに伝わる利点があります。
○パソコンを使うボランティア
パソコンを使える車いす利用者や杖を必要とする人たちにはピッタリのボランティアです。パ
ソコン点訳やパソコン講座の指導など、内容も様々です。
○障がい者スポーツの大会運営ボランティア
種目によって内容は様々ですが、全国レベルの大会では障がい者が大会運営ボランティアをするこ
ともあります。毎年７月にパークアリーナ小牧で開催される車いすバスケットボールのジュニア選抜
大会では、健常者のボランティアに混じって、その大会に出場しない選手たちが大会運営ボランティ
アとして活動することもあります。
○講演会やシンポジウムの運営ボランティア
障がい当事者やその家族が主体となって開催される講演会やシンポジウムで、運営ボランティアと
して活動する人もいます。知的障がい者も、事務的な仕事で参加することがあります。以前、名古屋
で全国頚髄損傷者連絡会の総会が行われたときに、その準備の一つとして、知的障がい者の皆さんに
事務作業を手伝ってもらいました。
○器楽演奏
使う楽器や内容も様々です。岐阜県大垣市には、四肢麻痺障がい者で結成されたギターバンド「オ
ンリーワンズ」があります。ＮＰＯ法人バーチャルメディア工房ぎふのメンバーで構成されていて、
人差し指１本で弾けるギター「一五一会」を使って演奏活動をしています。
おわりに
このように、障がい者ができるボランティアは、探せば色々見つかります。
障がいのある人もない人も、
「自分ができることをすることが、奉仕活動になる」という点では同じ
です。ボランティア活動で、皆さんがより生き生きとした時間を過ごせるといいですね。

市民活動団体イベントカレンダー

日

時間

6 月 20 日（水） 10:00-12:00
6 月 23 日（土） 9:00-15:00

6 月 23 日(土） 10:00-11:30

イベント名
ふれあいサロン②茶話会
美濃加茂ﾐｭｰｼﾞｱﾑ見学
ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ見学

内容

団体名

総合福祉センター休養室

春日井市手を

参加無料

つなぐ育成会
春日井たたら

落合公園駐車場に集合

研究会

ささえ愛センター第５集会室

定例講座
「藤田家の古文書について」

春日井郷土史

無料、定員 10 名

研究会

講師：近藤雅英
ささえ愛センター、無料

6 月 23 日(土） 13:00-17:00

若年者就労支援個別相談会

先着４名、予約制 (対象 15-39
歳の方、その家族)

6 月 24 日（日） 13:00-14:00
6 月 27 日（水） 10:00-13:30
6 月 27 日（水） 10:00-12:00
6 月 30 日（土） 7:00-8:30

外国人とヨガを楽しもう
もうすぐママの料理教室

レディヤンかすがい、参加無料
講師

ヘルスメイト＜問い合わ

せ先＞健康増進課 85-6164

これからの障がい者の生活

総合福祉センター小ホール

を考える研修会

加無料（会員外

ふれあい緑道清掃（ゴミ拾
い）

6 月 30 日（土） 10:00-13:30

男性の料理教室

7 月 7 日（土） 10:00-13:30

親子の楽しい料理教室

ほっとステーション
春日井国際交流会
・KIF
春日井市食生活
改善協議会

参

春日井市手を

資料代 500 円） つなぐ育成会

落合公園集合、清掃用具不要
講師

NPO 法人こころ

ヘルスメイト＜問い合わ

ウォーキング
春日井同好会
春日井市食生活

せ先＞健康増進課 85-6164

改善協議会

講師

春日井市食生活

ヘルスメイト＜問い合わ

せ先＞健康増進課 85-6164

改善協議会

楽しく踊ろう

文化フォーラム春日井

“春日井サボテン音頭”と

視聴覚ホール、参加無料

新曲盆踊りの講習会

軽い服装にて自由参加

7 月 8 日（日） 13:00-15:30

サックス AIKO 会発表会

ハーモニー春日井、入場無料

サックス AIKO 会

7 月 10 日（火） 10:00-13:30

はつらつクッキング

講師

春日井市食生活

7 月 7 日（土） 13:30-15:30

7 月 14 日（土） 13:30-15:00
7 月 22 日（日） 13:00-15:00
7 月 28 日（土） 7:00-8:30

ヘルスメイト＜問い合わ

せ先＞健康増進課 85-6164

改善協議会

総合福祉センター大ホール

春日井市手を

オカリナコンサート

参加無料

つなぐ育成会

レッツぼんおどり

レディヤン春日井、参加無料

ふれあい緑道清掃（ゴミ拾
い）

落合公園集合、清掃用具不要

若年者就労支援個別相談会

先着４名、予約制 (対象 15-39
歳の方、その家族)

10:00-11:00
8 月 19 日（日） または
11:00-12:00

豊淑豊会

ふれあいサロン③

ささえ愛センター、無料、
7 月 28 日（土） 13:00-17:00

日本民踊研究会

第３回わくわく！ふれあい
ワールド

留学生と遊ぼう

ささえ愛センター、参加無料
各回先着 15 名
＜申込み先＞56-1944

春日井国際交流会
・KIF
ウォーキング
春日井同好会
NPO 法人こころ
ほっとステーション
春日井市国際交流
ネットワーク

