
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

春日井市市民活動情報紙「ささえ愛」 2015.1 

この情報紙は、春日井市内で活躍している市民活動団体に 

インタビューを行ったり、市民活動イベントの紹介をしています！ 

 今月の団体は、「一般社団法人あいち障がい者自立支援協会」です！ 

あけましておめでとうございます。 

今年もささえ愛センターをよろしく

お願い致します。 

 

この情報紙はささえ愛センターのカラー印刷機で印刷しています。登録団体の皆様はぜひご活用ください！ 

（Ａ４カラー片面２０円） 



 複数の事業を行っていますが、ここでは主な２つの事業 

についてお話しをさせていただきます。 

 まずは就労移行支援事業についてです。これは、一般企 

業などに就職を希望する障がいのある方に訓練や支援を行 

うサービスです。個々の方の目標や就職するための計画を 

作成し、その計画に沿った支援を行います。さらに、様々 

な訓練や社会人としてのスキルの向上を目指し、就職して 

から苦労しないように支援していきます。このサービスは 

障がい者手帳がなくても利用できます。 

 次に特定相談支援事業についてです。これは障がいのあ 

る方が抱える様々な問題について相談を受けています。面談等で聞き取りの上、ご希望に沿ったよ

りよい福祉サービスを受けられるように支援計画を作成し、事業所の紹介などを行います。なお、

春日井市だけでなく他市町村の方の相談も受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

（藤井さん）瀬戸市の就労支援施設で３年間働いてきましたが、事業所の規模が大きくなるにつれ

て、だんだんと大きなニーズにしか応えられなくなってきました。しかし、障がいのある方にも個

人個人の様々な悩みや要望があります。そういう一人一人の小さなニーズに応えることができる支

援をしていきたいと思い『ベスト』を立ち上げました。私たちの理念は「みんなが笑顔で暮らせる

社会」であり、すべての人たちの笑顔をまずは地域から、そして社会全体へ広げていくことです。

この理念のもと、これからももっと多くの方のために役に立つ支援を広げていきたいと思っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 働く場所を得て自立して生きていこうと思っても、どこへ相談に行けばいいのか分からずに困っ

ている方、あるいは、行政機関や委託相談に相談に行ったが自分の希望が叶えられなくて困ってい

る方に、『ベスト』は気軽に相談できる場所であるということを知っていただきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 今回は、障がい者の自立支援を行う一般社団法人あいち障がい者自立支援協会の春日井事業部

『ベスト』を運営している所長の藤井さんと相談支援専門員の中村さんにお話を伺いました。 

どんな方に知っていただきたいですか？ 

所長の藤井さん（右）と相談支援専門
員の中村さん（左）。福祉に対する想い
を聞かせていただきました。 

一般社団法人あいち障がい者自立支援協会 

活動のきっかけは？ 

どんな活動をしていますか？ 



 現在当事業所には、各種カウンセラーや認知症ケア管 

理士、第一種・二種衛生管理士、弁護士、司法書士、社 

会保険労務士、行政書士、キャラバンメイトが所属して 

いますが、職員はパートを含めて１５名です。職員の人 

数は慢性的に不足しており、今後さらに事業を広げてい 

くには、私たちの活動に共鳴して、力を貸していただけ 

る方の参加が必要不可欠です。 

 また、他の法人や事業所と情報を共有して連携を取って 

いきたいと思っていますが、うまく連絡が取れなかったり集まれなかったりしています。もっと多

くの関係者の方で集まって連携を取り、お互いの活動が活発になるようにしていきたいです。 

また、これからは老人福祉にも力を入れ、独り暮らしの人の生活を支援していきたいと考えてい

ます。今後も多くの関係機関との連携を深め、地域福祉の向上に向けて当法人の役割を考え、実践

していきます。 

 気になった方は、まずはご連絡下さい。相談、見学、体験などはすべて無料です。障がいの種別、

手帳の有無による利用の制限はありません。介護保険利用中の方への支援も実施しています。就労

希望の方は気軽にご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の課題と今後の展望について 

ちなみに『ベスト』という名前は、「障がいのある方が自立して生きていくための支援には何が必

要か」ということを考えたとき、いつもベストなサービスを追求していこう、という職員全員の思

いから名付けました。 

 (中村さん）この業界で２年間働いて思ったのは、行政機関や委託相談ではどうしても一人だけの

小さな声を拾うことはできないということです。利用者の方の多くがその狭間で困っています。そ

ういう方を救うことができる場で働きたいと思って『ベスト』へ入りました。 

 

一般社団法人あいち障がい者自立支援協会 

春日井事業部『ベスト』 

住所：春日井市中央通 1 丁目 52 番地セントラルビル 2Ｆ 

電話：0568-83-1181 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.aijikyou.or.jp/ 

事務所内の様子。沢山の事業認可証が掲げら
れており、さまざまな福祉サービスを提供し
ていることが伺えます。 

取材後記 

「障がいを持った人にも希望はあります。しかし、それを表に出せない人もいる。そういう方

の思いを引き出してあげて、その人の希望に沿って実際に就職ができて喜ぶ顔を見ると、自分

も喜びと生きがいを感じます。」と語られる中村さん。「とにかくハンディを持った方が、一人

でも多く自立して笑顔で生きていけるような社会を作りたい。」と語られる藤井さん。お二人と

も現在福祉大学に通う現役大学生です。個人の利益ではなく公益のために夢と希望をもって働

いているお二人と、この事業所で働く方達が真摯に社会と向き合う姿に心を打たれました。 



 

 

 

 

日付 時間 イベント名 場所・定員・料金・その他 実施団体 

毎月第１、第３（日） 

毎月第２、第４（火） 

毎月第１、第３（火） 

毎月第１、第３（金） 

毎月第１、第３（土） 

10:00-12:00 

18:30-20:30 

13:30-15:30 

13:30-15:30 

10:00-12:00 

持ち込みパソコン講座 

ささえ愛ｾﾝﾀｰ 1,500 円/月 

高蔵寺ふれあいｾﾝﾀｰ 1,500 円/月 

鷹来公民館 1,500 円/月 

西部ふれあいｾﾝﾀｰ 1,500 円/月 

総合福祉ｾﾝﾀｰ 1,200 円/月 

NPO 法人けやきフォーラム 

１月 16,30 日（金）  子連れ DE フラダンス 
中日鳥居松ビル 

会員 1,000 円（初回体験 500 円） 
あんじゅ 

1 月 16 日（金） 10:00-12:00 

女性と法律（２）ＤＮＡ

鑑定と親子関係をどう

考える 

レディヤンかすがい、定員 54 名 

参加無料、託児無料（要予約） 
かすがい女性連盟 

１月 16 日（金） 10:00-12:00 
市民活動団体 

スキルアップ講座 
ささえ愛センター、資料代 500 円 NPO 法人あいちかすがいっこ 

１月 18 日（日） 7:00- ﾊｲｷﾝｸﾞ松本峠と花の窟 春日井駅前、会費 4,500 円 春日井山の会 

1 月 18 日（日） 10:00-15:00 
春日井市市民茶会 

新春初釜 

レディヤン春日井５階和室 

250 名 600 円 
春日井市市民茶会運営委員会 

１月 20,27 日（火） 

２月 17,24 日（火） 
 ママコーラス 

総合福祉センター遊戯室 

参加費 300 円 
あんじゅ 

1 月 23 日（金） 10:15-11:15 
公開講座 教えてこど

もに多い病気！手当！ 

東部ほっとステーション 

無料、お子様連れＯＫ 
岩成台西地区社会福祉協議会 

１月 25 日（日） 10:00-11:30 

わくわくふれあいワー

ルド「外国人と英語・ス

ペイン語で交流しよう」 

国際交流ルーム 12 名まで 

無料 
春日井市国際交流ネットワーク 

1 月 25 日(日) 

2 月 8 日(日) 

2 月 22 日(日) 

3 月 8 日(日) 

3 月 22 日(日) 

13:00-15:00 

全５回講座 

「朗読劇に 

親子でチャレンジ！」 

第 1 回～3 回 ささえ愛ｾﾝﾀｰ 

第 4 回～5 回 ﾙﾈｯｸ 7 階 

親子 15 組（先着） 

テキスト代、1 名 500 円 

(上記は 5 回分の料金) 

「言の葉ひろば」～はなす・よむ・

きくのおてつだい～ 

1 月 29 日（木） 

2 月 12 日（木） 
10:00-11:30 

おひさま広場 

～親と子の交流会～ 

レディヤン春日井ＡＢホール 

参加費 100 円 
あんじゅ 

1 月 31 日（土） 

2 月 28 日（土） 

3 月 28 日（土） 

7:30-9:30 

8:30-12:00 

7:30-9:30 

「グリンベルト散策」と

ゴミ拾い 

落合公園 

ラジオ体操後朝宮公園まで往復

（雨天中止） 

ウォーキング春日井同好会 

２月３日（火） 

毎週火曜（全８回） 
 

第５回発達障がい 

関係者養成講座 

東部ほっとステーション、東部市

民センター、15,000 円 

ＮＰＯ法人まちのエキスパネット 

0568-52-7315 

２月５日（木） 13:30-16:30 会計セミナー ささえ愛ｾﾝﾀｰ、定員 30 名、無料 あいち NPO 交流プラザ 

２月８日（日） 13:30-15:30 第 33 回定期演奏会 
東部市民センター大ホール 

500 名、無料 
春日井ギターオーケストラ 

2 月 10 日（火） 10:00-12:00 
24 時間働けますか？ 

どこまでがブラック 

レディヤンかすがい、定員 54 名 

参加無料、託児無料（要予約） 
かすがい女性連盟 

２月 15 日（日） 7:00- 登山 満観峰と花沢山 春日井駅前、会費 4,000 円 春日井山の会 

3 月 5 日（木) 14:00-16:00 助成金獲得セミナー ささえ愛ｾﾝﾀｰ、定員 25 名、無料 ささえ愛センター 

３月 14 日（土） 10:00-11:30 

「シンガーソングライ

ター白塚悦史さんと音

楽を楽しもう」 

福祉の里レインボープラザ 

定員 50 名（先着） 

無料 

春日井シニアネット 

３月 15 日（日） 7:00- 登山 経ケ峰 春日井駅前、会費 3,500 円 春日井山の会 

3 月 19 日（木） 7:30-9:30 
「佐布里池の梅と魚太

郎のバーベキュー」 

集合：立正佼成会 観光バス 

会費未定 
ウォーキング春日井同好会 

毎月第 1、第３土曜  
誰でも参加できるﾗｲﾌﾞ 

「飛び入り NIGHT」 

高蔵寺駅北口 バルカフェボーノ 

出演料 700 円 

ＮＰＯ法人まちのエキスパネット 

0568-52-7315 

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 

URL：http://kasugai.genki365.net/ 

 

市民活動団体イベントカレンダー 

 

イベントの内容は予告なく変更となる場合があります。 


