
88 ちくしの福祉だより165号

社協が取り組む事業・活動についての詳細はホームページでもご紹介しています。
ホームページアドレス http://www.chiku-syakyou.or.jp/ ちくしの社協 検索

筑紫野市社会福祉協議会　　 092-920-8008本誌に関するお問い合わせ TEL

ホームヘルパー・訪問入浴
スタッフ随時募集中

ホームヘルパー・訪問入浴
スタッフ随時募集中

介護を考える家族の会による介護を考える家族の会による

認知症・介護相談認知症・介護相談
毎月第３金曜日
１０時から１５時まで

日 時

筑紫野市役所
3階  会議室302場 所

ご相談の予約は不要です。ただし、既に相談者が
いる場合はお待ちいただくことがあります。

相談に関するお問い合わせは

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う記事内容の変更について
　新型コロナウイルス感染症の予防に配慮しつつ事業を行っていますが、今後の感染拡大の状況等により本誌に掲載している
事業の実施・内容等に変更が生じる場合があります。
　最新の情報は、各記事の問い合わせ先にご確認ください。お手数をおかけしますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
※本誌は令和3年6月１1日時点の情報をもとに編集しております。

筑紫野市役所  高齢者支援課 　　092-９２3-1111（代）TEL

筑紫野市社会福祉協議会  総務課 　　092-９２０-８００８TEL

ありがとうございましたありがとうございました
下記の方々からご寄付を頂きました。

いただいたご寄付は有効に活用させていただきます。
（令和３年３月１６日～令和３年６月１１日　順不同敬称略)

【筑紫地区】
●髙田　長次
　（亡母　髙田ミヱ子）
●匿名　１名

香典返し寄付者御芳名

●鹿島　脩一
一般寄付者御芳名

●筑紫遊技場組合（お菓子）
●東洋羽毛九州販売株式会社
　（消毒用ハンドスプレー）
●矢野　孝文（車椅子）
●匿名（福祉用具）

物品寄付者御芳名

　『みなさん一人ひとりが福祉の主役』を
スローガンに、だれもが住み慣れた街で安心して生
活できるまちづくりの実現を目指し、皆さまからの
会費を活用し地域福祉活動の推進に取り組んでい
ます。

　会員は随時募集しております。直接社
協の窓口にお越しいただくか、お電話に
てご連絡ください。

筑紫野市社会福祉協議会では 会員加入するには

　新型コロナウイルス感染症の影響により大変厳しい社会状況にもかかわらず、令和
２年度も社会福祉協議会の会員として、多くの市民の皆さまにご加入いただき厚くお礼
申し上げます。また、ご加入にあたりましては、各行政区長・自治会長をはじめ、関係者の
皆さま方には多大なご協力を賜り、感謝申し上げます。
　皆さま方からの貴重な浄財は、地域福祉推進のために大切に活用させていただきます。
　本年度も活動の主旨をご理解のうえ、ご加入くださいますようよろしくお願いいたし
ます。

筑紫野市社会福祉協議会　会長　岡部　征紘

令和２年度
福祉会員加入のお礼

令和２年度
福祉会員加入のお礼

一般会員会費（１口）
会　費

賛助会員会費（１口）

特別会員会費（１口）

2５０円
２,０００円

５,０００円
※複数口でもご加入頂けます。
※領収証が必要な方はお申し出ください。

筑紫野市さるびあ学園　　 　　（０９２）９２６-７８００TEL FAX・問い合わせ先

つくしライオンズクラブ様 今年もありがとうございました！
　４月２６日（月）につくしライオンズクラブ様より新鮮ないちごを頂きました。残念
ながらコロナウイルスの影響で農園でのいちご狩りはできませんでしたが、雰囲
気を感じられるように、折り紙で作ったいちご狩りのレクリエーションを楽しみ、
その後は、香り豊かないちごをみんなで美味しくいただきました。
　つくしライオンズクラブ様のお心遣いのおかげで、楽しい時間を過ごすことが
できました。本当にありがとうございました。

令和３年度福祉だより
編集委員のご紹介（五十音順）

　福祉だよりは、社会福祉協議会職員と上記５名
の編集委員で行う「福祉だより編集委員会」を経て、
年４回（４月・７月10月・１月）発行しています。
　本年も編集委員の幅広い知識を活かしたご意見
やアイディアを頂き、市民の皆様に親しまれる誌面
づくりに努めます。

楓　　千代子 さん　  梶山　奈実 さん
原田　利津子 さん　  星原　ハル子 さん
森﨑　勝彦 さん　　　　　　　　　計５名

各種保険完備、資格手当、勤勉手当、有給休暇
土・日・祝日・年末年始特別手当、早朝・夜間加算
処遇改善加算金支給、資格取得支援（補助金制度）

待　 遇

6時～22時の間で時間帯・日数応相談時　 間

筑紫野市社会福祉協議会
介護保険担当　 　092-920-８０２３

申込・
問い合わせ先

要普通運転免許・ヘルパー２級以上資　 格

●身体介護  １，３００円～
●生活援助  １，１６５円～

時　 給

TEL

さるびあ学園
だより

さるびあ学園
だより
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社会福祉法人  筑紫野市社会福祉協議会
〒818-0013  筑紫野市岡田３丁目11-1
　　（092）920-8008
　　（092）920-8033

この広報誌は赤い羽根共同募金
の配分金で作成されています。

（　　　　　　　　）TEL
FAX

発　行

赤い羽根は共同募金運動・配分事業
のシンボルマークです。
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令和２年度
社協会員にご加入いただいた皆さま

（順不同敬称略）

令和２年度
社協会員にご加入いただいた皆さま

（順不同敬称略）

　個人情報保護のため、特別会員・賛助会員名の掲載については、加入申込書に掲載
「不可」と意思表示をいただいた方は、掲載しておりません。また、ご芳名につきましては、
申込書に記載されております漢字で掲載させていただいておりますので、ご了承ください。
（掲載の可否の欄に判断が難しい記載をされている方につきましても掲載を見合わせて
おりますことをご了承ください。）

 天拝坂
特別会員   2名  2口
匿名２名
賛助会員   3名  3口
匿名３名
一般会員 54名　  58口
区計 　  30,500円

 都府楼団地
一般会員 25名　  25口
区計 　　6,250円

 杉塚
特別会員   1名  1口
萩尾憲昭
賛助会員   5名  5口
萩尾健児　萩尾土郎
萩尾ミキ夫　匿名２名
一般会員 29名　  72口
区計 　  33,000円

 塔原
賛助会員 10名　  10口
匿名10名
一般会員 66名　  99口
区計 　  44,750円

 六反
特別会員   1名  1口
匿名1名
賛助会員   4名  4口
戸町カツ子　大野郁治
匿名２名
一般会員 47名　  82口
区計 　  33,500円

 本町
特別会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　201名　201口
区計 　  55,250円

 入舟
特別会員   1名  1口
匿名１名
賛助会員   1名  1口
匿名１名
区計 　　7,000円

 宮田町
一般会員　156名　197口
区計 　  49,250円

 京町
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　172名　213口
区計 　  55,250円

 曙町
特別会員   2名  2口
三浦健治　原竹岩海
賛助会員   4名  4口
田中鉄弥　戸上寶
國武政義　匿名1名
一般会員　194名　204口
区計 　  69,000円

 松ヶ浦
賛助会員   4名  4口
中野二郎　城戸チエ子
右田幸子　和田直美
一般会員 40名　  40口
区計 　  18,000円

 中央
一般会員　120名　120口
区計 　  30,000円

 栄町
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員 41名　  41口
区計 　  12,073円

 昭和
一般会員  8名　　42口
区計 　  10,500円

 次田
特別会員   2名  3口
深堀幸三　匿名１名
一般会員　200名　200口
区計 　  65,000円

 大坪
一般会員　185名　192口
区計 　  48,000円

 大門
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　145名　160口
区計 　  42,000円 

 鳥居
賛助会員 11名　  11口
寺﨑恵子　福田さおり
山田一郎　久芳英正
山村敦司　川野靖子
近藤義則　飯田正實
池田浩康　匿名２名
一般会員 58名　122口
区計 　  52,500円

［二日市コミュニティ］

 湯町
特別会員   1名  1口
三澤正人
賛助会員   5名  5口
中西孝昌　匿名4名
一般会員　556名　562口
区計 　155,500円

 武蔵
一般会員　207名　233口
区計 　58,250円

 上古賀
特別会員   1名  1口
入江とき子
賛助会員   3名  3口
渡邊開司　匿名２名
一般会員 86名　110口
区計 　38,500円

 紫
賛助会員   2名  2口
匿名2名
一般会員 47名　  99口
区計 　28,750円

 天神
特別会員 1名  1口
今田敬輔
賛助会員 3名  3口
山内正博　杉東明
匿名１名
一般会員 21名　  41口
区計 　 21,250円

 旭町
賛助会員 6名  6口
藤田一美　久保山進
田代邦夫　深堀俊由紀
行徳隆敏　匿名１名
一般会員 34名　  34口
区計 　 20,500円

 東新町
賛助会員 3名  3口
山内善智　白石研次郎
白石善範 
一般会員　186名　198口
区計 　 55,500円

 紫ヶ丘
一般会員　231名　282口
区計 　70,500円

 東町
一般会員　280名　280口
区計 　70,000円

 針摺東
賛助会員 2名  2口
本田正　鳥飼アキミ
一般会員　822名　715口
区計   182,850円

 石崎
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員　380名　380口
区計 　97,000円

 若葉団地
賛助会員 3名  3口
岡野眞一郎　磯村実知子
匿名１名
一般会員　300名　303口
区計 　81,750円

 中原団地
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員　315名　315口
区計 　80,750円

 針摺
賛助会員 2名  2口
匿名２名
一般会員　319名　522口
区計   133,050円

 俗明院
特別会員 1名  1口
川上尚計
一般会員　400名　400口
区計   105,000円

 朝倉街道団地
一般会員　166名　166口
区計 　41,500円

 むさしヶ丘
一般会員　647名　649口
区計   162,150円

 平等寺
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 山口
賛助会員 1名  1口
小林俊児
一般会員 34名　  78口
区計 　21,500円

 萩原
一般会員 19名　  22口
区計 　　5,500円

 古賀
賛助会員 6名  6口
帆足忠勝　坂田京子
渡邉正　匿名３名
一般会員 96名　169口
区計 　54,250円

 立明寺
一般会員 81名　168口
区計 　42,000円

 天山
賛助会員 1名  1口
宮田一博
一般会員 90名　107口
区計 　28,750円

 牛島
賛助会員 4名  4口
星原ハル子　大串正信
外山陽一郎　匿名１名
一般会員 36名　  59口
区計 　22,750円

 柚須原
一般会員 17名　  17口
区計 　　4,250円

 香園
一般会員 8名  8口
区計 　　2,000円

 本道寺
一般会員 45名　  45口
区計 　11,250円

 大石
一般会員 21名　  36口
区計 　　9,000円

 原
賛助会員 8名  8口
新茂弘　小嶋政行
藤木正文　劉家宏
藤木和啓　平嶋新
藤木信二　匿名１名
一般会員 26名　  52口
区計 　29,000円

 西吉木
賛助会員 1名  1口
鬼木岩𡈽
一般会員 74名　  78口
区計 　21,500円

 東吉木
賛助会員 1名  1口
匿名１名
区計 　　2,000円

 上阿志岐東
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 上阿志岐西
一般会員 74名　  95口
区計 　23,750円

 中阿志岐
一般会員 54名　  54口
区計 　13,500円

 下阿志岐
賛助会員 1名  1口
八尋清和
一般会員 55名　  77口
区計 　 21,250円

 宮の森
賛助会員 1名  1口
匿名１名
一般会員　267名　272口
区計 　 70,000円

［二日市東コミュニティ］

［山口コミュニティ］

［御笠コミュニティ］

 ゴルフ場団地
賛助会員 3名  3口
伊藤清　匿名2名
一般会員 17名　  35口
区計 　 14,750円

 みかさ台
賛助会員 4名  4口
匿名4名
一般会員 17名　  20口
区計 　 13,000円

 山家一区
一般会員 16名　  33口
区計 　　8,250円

 山家二区
一般会員 20名　  20口
区計 　　5,000円

 山家三区
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員 1名  2口
区計 　　2,500円

 山家中央区
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員 52名　  69口
区計 　19,250円

 山家六区
一般会員　132名　132口
区計 　33,000円

 山家七区
一般会員 94名　  94口
区計 　23,500円

 山家八区
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 山家九区
賛助会員 2名  2口
前田通憲　匿名1名
一般会員 49名　  68口
区計 　 21,000円

 城山区
一般会員 56名　  69口
区計 　 17,250円

 筑紫
賛助会員 6名  6口
田中鉄彌　中村勇美子
古賀美千代　匿名３名
一般会員　262名　391口
区計   109,750円

 若江
一般会員　241名　241口
区計 　 60,250円

 下見一
賛助会員 4名  4口
阿部秀男　匿名３名
一般会員　230名　261口
区計 　 73,250円

 美咲
賛助会員 1名  1口
匿名１名
一般会員 59名　  72口
区計 　 20,000円

 岡田
一般会員　408名　408口
区計   102,000円

 諸田
特別会員 1名  1口
匿名１名
一般会員 39名　  43口
区計 　 15,750円

 常松
一般会員　180名　180口
区計 　 45,000円

 永岡
特別会員 2名  2口
綾部啓子　藤井紀之
賛助会員 3名  3口
岡部忠光　匿名２名
一般会員　167名　213口
区計 　 69,250円

 桜台
特別会員 1名  1口
岡部征紘
一般会員　391名　391口
区計   102,750円

 筑紫駅前通
一般会員 76名　150口
区計 　 37,500円

 原田
賛助会員 1名  1口
井上進
一般会員　238名　275口
区計 　 70,750円

 隈
一般会員 72名　  72口
区計 　 18,000円

 西小田
賛助会員 2名  2口
澤田岩江　久保昌宏
一般会員　126名　136口
区計 　 38,000円

 馬市区
一般会員 53名　  53口
区計 　 13,250円

 光が丘
一般会員　404名　410口
区計   102,500円

 美しが丘北
特別会員 1名  1口
匿名１名
賛助会員 2名  2口
匿名2名
一般会員　428名　428口
区計   116,000円

 美しが丘南
一般会員　600名　600口
区計   150,000円

［市外］
特別会員 ３名　  １３口
木村　孝
株式会社ジェイアイケイ
ヨシタケＴＳ株式会社
計 　 65,000円

［各種団体］
特別会員
筑紫野市身体障害者福祉協会
福祉バスご利用団体
総合保障サービス加入団体
筑紫野市社会福祉協議会職員一同
賛助会員
筑紫野市商工会
筑紫野市民生委員児童委員連合会
福祉機器・行事用機器ご利用者
暮らしのサポートセンターご利用者
コミュニティヘルパーご利用者
筑紫野市社会福祉協議会職員一同
一般会員
筑紫野市社会福祉協議会職員一同

各種団体計   848,000円

会員名簿会員名簿

令和2年度
会費実績
令和2年度
会費実績

一般会員
賛助会員
特別会員
合　　計

3,450,623円
596,000円
650,000円
4,696,623円　

（13,809口）
（298口）
（130口）

※一般会員については250円に満たない口数も含まれております。



22 ちくしの福祉だより165号 33ちくしの福祉だより165号

令和２年度
社協会員にご加入いただいた皆さま

（順不同敬称略）

令和２年度
社協会員にご加入いただいた皆さま

（順不同敬称略）

　個人情報保護のため、特別会員・賛助会員名の掲載については、加入申込書に掲載
「不可」と意思表示をいただいた方は、掲載しておりません。また、ご芳名につきましては、
申込書に記載されております漢字で掲載させていただいておりますので、ご了承ください。
（掲載の可否の欄に判断が難しい記載をされている方につきましても掲載を見合わせて
おりますことをご了承ください。）

 天拝坂
特別会員   2名  2口
匿名２名
賛助会員   3名  3口
匿名３名
一般会員 54名　  58口
区計 　  30,500円

 都府楼団地
一般会員 25名　  25口
区計 　　6,250円

 杉塚
特別会員   1名  1口
萩尾憲昭
賛助会員   5名  5口
萩尾健児　萩尾土郎
萩尾ミキ夫　匿名２名
一般会員 29名　  72口
区計 　  33,000円

 塔原
賛助会員 10名　  10口
匿名10名
一般会員 66名　  99口
区計 　  44,750円

 六反
特別会員   1名  1口
匿名1名
賛助会員   4名  4口
戸町カツ子　大野郁治
匿名２名
一般会員 47名　  82口
区計 　  33,500円

 本町
特別会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　201名　201口
区計 　  55,250円

 入舟
特別会員   1名  1口
匿名１名
賛助会員   1名  1口
匿名１名
区計 　　7,000円

 宮田町
一般会員　156名　197口
区計 　  49,250円

 京町
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　172名　213口
区計 　  55,250円

 曙町
特別会員   2名  2口
三浦健治　原竹岩海
賛助会員   4名  4口
田中鉄弥　戸上寶
國武政義　匿名1名
一般会員　194名　204口
区計 　  69,000円

 松ヶ浦
賛助会員   4名  4口
中野二郎　城戸チエ子
右田幸子　和田直美
一般会員 40名　  40口
区計 　  18,000円

 中央
一般会員　120名　120口
区計 　  30,000円

 栄町
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員 41名　  41口
区計 　  12,073円

 昭和
一般会員  8名　　42口
区計 　  10,500円

 次田
特別会員   2名  3口
深堀幸三　匿名１名
一般会員　200名　200口
区計 　  65,000円

 大坪
一般会員　185名　192口
区計 　  48,000円

 大門
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　145名　160口
区計 　  42,000円 

 鳥居
賛助会員 11名　  11口
寺﨑恵子　福田さおり
山田一郎　久芳英正
山村敦司　川野靖子
近藤義則　飯田正實
池田浩康　匿名２名
一般会員 58名　122口
区計 　  52,500円

［二日市コミュニティ］

 湯町
特別会員   1名  1口
三澤正人
賛助会員   5名  5口
中西孝昌　匿名4名
一般会員　556名　562口
区計 　155,500円

 武蔵
一般会員　207名　233口
区計 　58,250円

 上古賀
特別会員   1名  1口
入江とき子
賛助会員   3名  3口
渡邊開司　匿名２名
一般会員 86名　110口
区計 　38,500円

 紫
賛助会員   2名  2口
匿名2名
一般会員 47名　  99口
区計 　28,750円

 天神
特別会員 1名  1口
今田敬輔
賛助会員 3名  3口
山内正博　杉東明
匿名１名
一般会員 21名　  41口
区計 　 21,250円

 旭町
賛助会員 6名  6口
藤田一美　久保山進
田代邦夫　深堀俊由紀
行徳隆敏　匿名１名
一般会員 34名　  34口
区計 　 20,500円

 東新町
賛助会員 3名  3口
山内善智　白石研次郎
白石善範 
一般会員　186名　198口
区計 　 55,500円

 紫ヶ丘
一般会員　231名　282口
区計 　70,500円

 東町
一般会員　280名　280口
区計 　70,000円

 針摺東
賛助会員 2名  2口
本田正　鳥飼アキミ
一般会員　822名　715口
区計   182,850円

 石崎
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員　380名　380口
区計 　97,000円

 若葉団地
賛助会員 3名  3口
岡野眞一郎　磯村実知子
匿名１名
一般会員　300名　303口
区計 　81,750円

 中原団地
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員　315名　315口
区計 　80,750円

 針摺
賛助会員 2名  2口
匿名２名
一般会員　319名　522口
区計   133,050円

 俗明院
特別会員 1名  1口
川上尚計
一般会員　400名　400口
区計   105,000円

 朝倉街道団地
一般会員　166名　166口
区計 　41,500円

 むさしヶ丘
一般会員　647名　649口
区計   162,150円

 平等寺
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 山口
賛助会員 1名  1口
小林俊児
一般会員 34名　  78口
区計 　21,500円

 萩原
一般会員 19名　  22口
区計 　　5,500円

 古賀
賛助会員 6名  6口
帆足忠勝　坂田京子
渡邉正　匿名３名
一般会員 96名　169口
区計 　54,250円

 立明寺
一般会員 81名　168口
区計 　42,000円

 天山
賛助会員 1名  1口
宮田一博
一般会員 90名　107口
区計 　28,750円

 牛島
賛助会員 4名  4口
星原ハル子　大串正信
外山陽一郎　匿名１名
一般会員 36名　  59口
区計 　22,750円

 柚須原
一般会員 17名　  17口
区計 　　4,250円

 香園
一般会員 8名  8口
区計 　　2,000円

 本道寺
一般会員 45名　  45口
区計 　11,250円

 大石
一般会員 21名　  36口
区計 　　9,000円

 原
賛助会員 8名  8口
新茂弘　小嶋政行
藤木正文　劉家宏
藤木和啓　平嶋新
藤木信二　匿名１名
一般会員 26名　  52口
区計 　29,000円

 西吉木
賛助会員 1名  1口
鬼木岩𡈽
一般会員 74名　  78口
区計 　21,500円

 東吉木
賛助会員 1名  1口
匿名１名
区計 　　2,000円

 上阿志岐東
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 上阿志岐西
一般会員 74名　  95口
区計 　23,750円

 中阿志岐
一般会員 54名　  54口
区計 　13,500円

 下阿志岐
賛助会員 1名  1口
八尋清和
一般会員 55名　  77口
区計 　 21,250円

 宮の森
賛助会員 1名  1口
匿名１名
一般会員　267名　272口
区計 　 70,000円

［二日市東コミュニティ］

［山口コミュニティ］

［御笠コミュニティ］

 ゴルフ場団地
賛助会員 3名  3口
伊藤清　匿名2名
一般会員 17名　  35口
区計 　 14,750円

 みかさ台
賛助会員 4名  4口
匿名4名
一般会員 17名　  20口
区計 　 13,000円

 山家一区
一般会員 16名　  33口
区計 　　8,250円

 山家二区
一般会員 20名　  20口
区計 　　5,000円

 山家三区
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員 1名  2口
区計 　　2,500円

 山家中央区
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員 52名　  69口
区計 　19,250円

 山家六区
一般会員　132名　132口
区計 　33,000円

 山家七区
一般会員 94名　  94口
区計 　23,500円

 山家八区
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 山家九区
賛助会員 2名  2口
前田通憲　匿名1名
一般会員 49名　  68口
区計 　 21,000円

 城山区
一般会員 56名　  69口
区計 　 17,250円

 筑紫
賛助会員 6名  6口
田中鉄彌　中村勇美子
古賀美千代　匿名３名
一般会員　262名　391口
区計   109,750円

 若江
一般会員　241名　241口
区計 　 60,250円

 下見一
賛助会員 4名  4口
阿部秀男　匿名３名
一般会員　230名　261口
区計 　 73,250円

 美咲
賛助会員 1名  1口
匿名１名
一般会員 59名　  72口
区計 　 20,000円

 岡田
一般会員　408名　408口
区計   102,000円

 諸田
特別会員 1名  1口
匿名１名
一般会員 39名　  43口
区計 　 15,750円

 常松
一般会員　180名　180口
区計 　 45,000円

 永岡
特別会員 2名  2口
綾部啓子　藤井紀之
賛助会員 3名  3口
岡部忠光　匿名２名
一般会員　167名　213口
区計 　 69,250円

 桜台
特別会員 1名  1口
岡部征紘
一般会員　391名　391口
区計   102,750円

 筑紫駅前通
一般会員 76名　150口
区計 　 37,500円

 原田
賛助会員 1名  1口
井上進
一般会員　238名　275口
区計 　 70,750円

 隈
一般会員 72名　  72口
区計 　 18,000円

 西小田
賛助会員 2名  2口
澤田岩江　久保昌宏
一般会員　126名　136口
区計 　 38,000円

 馬市区
一般会員 53名　  53口
区計 　 13,250円

 光が丘
一般会員　404名　410口
区計   102,500円

 美しが丘北
特別会員 1名  1口
匿名１名
賛助会員 2名  2口
匿名2名
一般会員　428名　428口
区計   116,000円

 美しが丘南
一般会員　600名　600口
区計   150,000円

［市外］
特別会員 ３名　  １３口
木村　孝
株式会社ジェイアイケイ
ヨシタケＴＳ株式会社
計 　 65,000円

［各種団体］
特別会員
筑紫野市身体障害者福祉協会
福祉バスご利用団体
総合保障サービス加入団体
筑紫野市社会福祉協議会職員一同
賛助会員
筑紫野市商工会
筑紫野市民生委員児童委員連合会
福祉機器・行事用機器ご利用者
暮らしのサポートセンターご利用者
コミュニティヘルパーご利用者
筑紫野市社会福祉協議会職員一同
一般会員
筑紫野市社会福祉協議会職員一同

各種団体計   848,000円

会員名簿会員名簿

令和2年度
会費実績
令和2年度
会費実績

一般会員
賛助会員
特別会員
合　　計

3,450,623円
596,000円
650,000円
4,696,623円　

（13,809口）
（298口）
（130口）

※一般会員については250円に満たない口数も含まれております。
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 天拝坂
特別会員   2名  2口
匿名２名
賛助会員   3名  3口
匿名３名
一般会員 54名　  58口
区計 　  30,500円

 都府楼団地
一般会員 25名　  25口
区計 　　6,250円

 杉塚
特別会員   1名  1口
萩尾憲昭
賛助会員   5名  5口
萩尾健児　萩尾土郎
萩尾ミキ夫　匿名２名
一般会員 29名　  72口
区計 　  33,000円

 塔原
賛助会員 10名　  10口
匿名10名
一般会員 66名　  99口
区計 　  44,750円

 六反
特別会員   1名  1口
匿名1名
賛助会員   4名  4口
戸町カツ子　大野郁治
匿名２名
一般会員 47名　  82口
区計 　  33,500円

 本町
特別会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　201名　201口
区計 　  55,250円

 入舟
特別会員   1名  1口
匿名１名
賛助会員   1名  1口
匿名１名
区計 　　7,000円

 宮田町
一般会員　156名　197口
区計 　  49,250円

 京町
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　172名　213口
区計 　  55,250円

 曙町
特別会員   2名  2口
三浦健治　原竹岩海
賛助会員   4名  4口
田中鉄弥　戸上寶
國武政義　匿名1名
一般会員　194名　204口
区計 　  69,000円

 松ヶ浦
賛助会員   4名  4口
中野二郎　城戸チエ子
右田幸子　和田直美
一般会員 40名　  40口
区計 　  18,000円

 中央
一般会員　120名　120口
区計 　  30,000円

 栄町
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員 41名　  41口
区計 　  12,073円

 昭和
一般会員  8名　　42口
区計 　  10,500円

 次田
特別会員   2名  3口
深堀幸三　匿名１名
一般会員　200名　200口
区計 　  65,000円

 大坪
一般会員　185名　192口
区計 　  48,000円

 大門
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　145名　160口
区計 　  42,000円 

 鳥居
賛助会員 11名　  11口
寺﨑恵子　福田さおり
山田一郎　久芳英正
山村敦司　川野靖子
近藤義則　飯田正實
池田浩康　匿名２名
一般会員 58名　122口
区計 　  52,500円

 湯町
特別会員   1名  1口
三澤正人
賛助会員   5名  5口
中西孝昌　匿名4名
一般会員　556名　562口
区計 　155,500円

 武蔵
一般会員　207名　233口
区計 　58,250円

 上古賀
特別会員   1名  1口
入江とき子
賛助会員   3名  3口
渡邊開司　匿名２名
一般会員 86名　110口
区計 　38,500円

 紫
賛助会員   2名  2口
匿名2名
一般会員 47名　  99口
区計 　28,750円

 天神
特別会員 1名  1口
今田敬輔
賛助会員 3名  3口
山内正博　杉東明
匿名１名
一般会員 21名　  41口
区計 　 21,250円

 旭町
賛助会員 6名  6口
藤田一美　久保山進
田代邦夫　深堀俊由紀
行徳隆敏　匿名１名
一般会員 34名　  34口
区計 　 20,500円

 東新町
賛助会員 3名  3口
山内善智　白石研次郎
白石善範 
一般会員　186名　198口
区計 　 55,500円

 紫ヶ丘
一般会員　231名　282口
区計 　70,500円

 東町
一般会員　280名　280口
区計 　70,000円

 針摺東
賛助会員 2名  2口
本田正　鳥飼アキミ
一般会員　822名　715口
区計   182,850円

 石崎
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員　380名　380口
区計 　97,000円

 若葉団地
賛助会員 3名  3口
岡野眞一郎　磯村実知子
匿名１名
一般会員　300名　303口
区計 　81,750円

 中原団地
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員　315名　315口
区計 　80,750円

 針摺
賛助会員 2名  2口
匿名２名
一般会員　319名　522口
区計   133,050円

 俗明院
特別会員 1名  1口
川上尚計
一般会員　400名　400口
区計   105,000円

 朝倉街道団地
一般会員　166名　166口
区計 　41,500円

 むさしヶ丘
一般会員　647名　649口
区計   162,150円

 平等寺
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 山口
賛助会員 1名  1口
小林俊児
一般会員 34名　  78口
区計 　21,500円

 萩原
一般会員 19名　  22口
区計 　　5,500円

 古賀
賛助会員 6名  6口
帆足忠勝　坂田京子
渡邉正　匿名３名
一般会員 96名　169口
区計 　54,250円

 立明寺
一般会員 81名　168口
区計 　42,000円

 天山
賛助会員 1名  1口
宮田一博
一般会員 90名　107口
区計 　28,750円

 牛島
賛助会員 4名  4口
星原ハル子　大串正信
外山陽一郎　匿名１名
一般会員 36名　  59口
区計 　22,750円

 柚須原
一般会員 17名　  17口
区計 　　4,250円

 香園
一般会員 8名  8口
区計 　　2,000円

 本道寺
一般会員 45名　  45口
区計 　11,250円

 大石
一般会員 21名　  36口
区計 　　9,000円

 原
賛助会員 8名  8口
新茂弘　小嶋政行
藤木正文　劉家宏
藤木和啓　平嶋新
藤木信二　匿名１名
一般会員 26名　  52口
区計 　29,000円

 西吉木
賛助会員 1名  1口
鬼木岩𡈽
一般会員 74名　  78口
区計 　21,500円

 東吉木
賛助会員 1名  1口
匿名１名
区計 　　2,000円

 上阿志岐東
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 上阿志岐西
一般会員 74名　  95口
区計 　23,750円

 中阿志岐
一般会員 54名　  54口
区計 　13,500円

 下阿志岐
賛助会員 1名  1口
八尋清和
一般会員 55名　  77口
区計 　 21,250円

 宮の森
賛助会員 1名  1口
匿名１名
一般会員　267名　272口
区計 　 70,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員 3名  3口
伊藤清　匿名2名
一般会員 17名　  35口
区計 　 14,750円

 みかさ台
賛助会員 4名  4口
匿名4名
一般会員 17名　  20口
区計 　 13,000円

 山家一区
一般会員 16名　  33口
区計 　　8,250円

 山家二区
一般会員 20名　  20口
区計 　　5,000円

 山家三区
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員 1名  2口
区計 　　2,500円

 山家中央区
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員 52名　  69口
区計 　19,250円

 山家六区
一般会員　132名　132口
区計 　33,000円

 山家七区
一般会員 94名　  94口
区計 　23,500円

 山家八区
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 山家九区
賛助会員 2名  2口
前田通憲　匿名1名
一般会員 49名　  68口
区計 　 21,000円

 城山区
一般会員 56名　  69口
区計 　 17,250円

 筑紫
賛助会員 6名  6口
田中鉄彌　中村勇美子
古賀美千代　匿名３名
一般会員　262名　391口
区計   109,750円

 若江
一般会員　241名　241口
区計 　 60,250円

 下見一
賛助会員 4名  4口
阿部秀男　匿名３名
一般会員　230名　261口
区計 　 73,250円

 美咲
賛助会員 1名  1口
匿名１名
一般会員 59名　  72口
区計 　 20,000円

 岡田
一般会員　408名　408口
区計   102,000円

 諸田
特別会員 1名  1口
匿名１名
一般会員 39名　  43口
区計 　 15,750円

 常松
一般会員　180名　180口
区計 　 45,000円

 永岡
特別会員 2名  2口
綾部啓子　藤井紀之
賛助会員 3名  3口
岡部忠光　匿名２名
一般会員　167名　213口
区計 　 69,250円

 桜台
特別会員 1名  1口
岡部征紘
一般会員　391名　391口
区計   102,750円

 筑紫駅前通
一般会員 76名　150口
区計 　 37,500円

 原田
賛助会員 1名  1口
井上進
一般会員　238名　275口
区計 　 70,750円

 隈
一般会員 72名　  72口
区計 　 18,000円

 西小田
賛助会員 2名  2口
澤田岩江　久保昌宏
一般会員　126名　136口
区計 　 38,000円

 馬市区
一般会員 53名　  53口
区計 　 13,250円

 光が丘
一般会員　404名　410口
区計   102,500円

 美しが丘北
特別会員 1名  1口
匿名１名
賛助会員 2名  2口
匿名2名
一般会員　428名　428口
区計   116,000円

 美しが丘南
一般会員　600名　600口
区計   150,000円

［市外］
特別会員 ３名　  １３口
木村　孝
株式会社ジェイアイケイ
ヨシタケＴＳ株式会社
計 　 65,000円

［各種団体］
特別会員
筑紫野市身体障害者福祉協会
福祉バスご利用団体
総合保障サービス加入団体
筑紫野市社会福祉協議会職員一同
賛助会員
筑紫野市商工会
筑紫野市民生委員児童委員連合会
福祉機器・行事用機器ご利用者
暮らしのサポートセンターご利用者
コミュニティヘルパーご利用者
筑紫野市社会福祉協議会職員一同
一般会員
筑紫野市社会福祉協議会職員一同

各種団体計   848,000円

［筑紫コミュニティ］

［山家コミュニティ］

［筑紫南コミュニティ］

会員名簿会員名簿

収入総額 324,306,449円  －  支出総額 ３０２,０１０,９４７円  ＝  収支差額 ２２,2９５,５０２円

●令和２年度は全国的に新型コロナ
ウイルス感染症による深刻な影響が
及ぶ中、当協議会においては、国・
県・市などの財政支援を受けなが
ら、マスク等の衛生用品の優先確
保・職員への慰労金の支給などを
行い、３密対策や感染症予防を徹
底して各種福祉事業を継続するこ
とができた。

●コロナ禍による経済活動自粛等に
伴う失業や減収により生活困窮と
なった世帯への継続的な支援が喫
緊の課題となる中、国の支援策であ
る生活福祉資金の特例貸付が開始
され、筑紫野市でも当協議会が窓口
となり、1,269件 総額523,160千
円の貸付申し込みの受付を行った。

●地域包括ケアシステムに向けた生
活支援体制整備事業の継続と強化
については、市との協働により各コ
ミュニティ運営協議会や関係機関
団体に対し学習会を開催し、支え
あいの地域づくりの重要性を認識
して頂くことができた。

社会福祉法人連絡会の設置に
向けたネットワークの構築

1 新型コロナウイルス感染症を
はじめとする感染症対策の強化

2 各種サービス事業における
経営の安定化

3

社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議会社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議会

令和２年度決算報告令和２年度決算報告
収入総額 324,306,449円収入総額 324,306,449円 支出総額 302,010,947円支出総額 302,010,947円

令和3年度 事業計画（重点目標）令和3年度 事業計画（重点目標）

令和2年度 事業報告令和2年度 事業報告

会費収入
寄付金収入
補助金収入
社協運営費補助金 他

受託金収入
老人福祉センター運営事業 他

介護保険事業収入
訪問介護事業 他

障害福祉サービス等事業収入
生活介護事業 他

事業収入
コミュニティヘルパー派遣事業 他

前年度繰越金収入
その他の収入
貸付事業償還金・受取利息配当金 他

4,696,623
1,340,895

102,078,633

44,993,192

35,634,491

88,279,947

9,735,067

32,585,786
4,961,815

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

人件費支出
事業費・事務費支出
助成金支出
福祉団体・福祉活動助成金

その他の支出
積立預金積立金 他

211,479,506
68,074,361
12,034,165

10,422,915

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

①会費収入 1.4％①会費収入 1.4％

③補助金収入
31.5％

③補助金収入
31.5％

②寄付金収入 0.4%②寄付金収入 0.4%

④受託金
　収入
　13.9%

④受託金
　収入
　13.9%

⑨その他の収入 1.6%⑨その他の収入 1.6%

⑧前年度繰越金収入
10.0%

⑧前年度繰越金収入
10.0%⑦事業収入 3.0％⑦事業収入 3.0％

⑥障害福祉サービス等
　事業収入 27.2%
⑥障害福祉サービス等
　事業収入 27.2%

⑤介護保険事業収入 11.0%⑤介護保険事業収入 11.0%

④その他の支出 3.5%④その他の支出 3.5%

③助成金支出 4.0%③助成金支出 4.0%

②事業費・事務費支出
22.5%

②事業費・事務費支出
22.5%

①人件費支出
70.0％

①人件費支出
70.0％



44 ちくしの福祉だより165号 55ちくしの福祉だより165号

 天拝坂
特別会員   2名  2口
匿名２名
賛助会員   3名  3口
匿名３名
一般会員 54名　  58口
区計 　  30,500円

 都府楼団地
一般会員 25名　  25口
区計 　　6,250円

 杉塚
特別会員   1名  1口
萩尾憲昭
賛助会員   5名  5口
萩尾健児　萩尾土郎
萩尾ミキ夫　匿名２名
一般会員 29名　  72口
区計 　  33,000円

 塔原
賛助会員 10名　  10口
匿名10名
一般会員 66名　  99口
区計 　  44,750円

 六反
特別会員   1名  1口
匿名1名
賛助会員   4名  4口
戸町カツ子　大野郁治
匿名２名
一般会員 47名　  82口
区計 　  33,500円

 本町
特別会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　201名　201口
区計 　  55,250円

 入舟
特別会員   1名  1口
匿名１名
賛助会員   1名  1口
匿名１名
区計 　　7,000円

 宮田町
一般会員　156名　197口
区計 　  49,250円

 京町
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　172名　213口
区計 　  55,250円

 曙町
特別会員   2名  2口
三浦健治　原竹岩海
賛助会員   4名  4口
田中鉄弥　戸上寶
國武政義　匿名1名
一般会員　194名　204口
区計 　  69,000円

 松ヶ浦
賛助会員   4名  4口
中野二郎　城戸チエ子
右田幸子　和田直美
一般会員 40名　  40口
区計 　  18,000円

 中央
一般会員　120名　120口
区計 　  30,000円

 栄町
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員 41名　  41口
区計 　  12,073円

 昭和
一般会員  8名　　42口
区計 　  10,500円

 次田
特別会員   2名  3口
深堀幸三　匿名１名
一般会員　200名　200口
区計 　  65,000円

 大坪
一般会員　185名　192口
区計 　  48,000円

 大門
賛助会員   1名  1口
匿名1名
一般会員　145名　160口
区計 　  42,000円 

 鳥居
賛助会員 11名　  11口
寺﨑恵子　福田さおり
山田一郎　久芳英正
山村敦司　川野靖子
近藤義則　飯田正實
池田浩康　匿名２名
一般会員 58名　122口
区計 　  52,500円

 湯町
特別会員   1名  1口
三澤正人
賛助会員   5名  5口
中西孝昌　匿名4名
一般会員　556名　562口
区計 　155,500円

 武蔵
一般会員　207名　233口
区計 　58,250円

 上古賀
特別会員   1名  1口
入江とき子
賛助会員   3名  3口
渡邊開司　匿名２名
一般会員 86名　110口
区計 　38,500円

 紫
賛助会員   2名  2口
匿名2名
一般会員 47名　  99口
区計 　28,750円

 天神
特別会員 1名  1口
今田敬輔
賛助会員 3名  3口
山内正博　杉東明
匿名１名
一般会員 21名　  41口
区計 　 21,250円

 旭町
賛助会員 6名  6口
藤田一美　久保山進
田代邦夫　深堀俊由紀
行徳隆敏　匿名１名
一般会員 34名　  34口
区計 　 20,500円

 東新町
賛助会員 3名  3口
山内善智　白石研次郎
白石善範 
一般会員　186名　198口
区計 　 55,500円

 紫ヶ丘
一般会員　231名　282口
区計 　70,500円

 東町
一般会員　280名　280口
区計 　70,000円

 針摺東
賛助会員 2名  2口
本田正　鳥飼アキミ
一般会員　822名　715口
区計   182,850円

 石崎
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員　380名　380口
区計 　97,000円

 若葉団地
賛助会員 3名  3口
岡野眞一郎　磯村実知子
匿名１名
一般会員　300名　303口
区計 　81,750円

 中原団地
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員　315名　315口
区計 　80,750円

 針摺
賛助会員 2名  2口
匿名２名
一般会員　319名　522口
区計   133,050円

 俗明院
特別会員 1名  1口
川上尚計
一般会員　400名　400口
区計   105,000円

 朝倉街道団地
一般会員　166名　166口
区計 　41,500円

 むさしヶ丘
一般会員　647名　649口
区計   162,150円

 平等寺
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 山口
賛助会員 1名  1口
小林俊児
一般会員 34名　  78口
区計 　21,500円

 萩原
一般会員 19名　  22口
区計 　　5,500円

 古賀
賛助会員 6名  6口
帆足忠勝　坂田京子
渡邉正　匿名３名
一般会員 96名　169口
区計 　54,250円

 立明寺
一般会員 81名　168口
区計 　42,000円

 天山
賛助会員 1名  1口
宮田一博
一般会員 90名　107口
区計 　28,750円

 牛島
賛助会員 4名  4口
星原ハル子　大串正信
外山陽一郎　匿名１名
一般会員 36名　  59口
区計 　22,750円

 柚須原
一般会員 17名　  17口
区計 　　4,250円

 香園
一般会員 8名  8口
区計 　　2,000円

 本道寺
一般会員 45名　  45口
区計 　11,250円

 大石
一般会員 21名　  36口
区計 　　9,000円

 原
賛助会員 8名  8口
新茂弘　小嶋政行
藤木正文　劉家宏
藤木和啓　平嶋新
藤木信二　匿名１名
一般会員 26名　  52口
区計 　29,000円

 西吉木
賛助会員 1名  1口
鬼木岩𡈽
一般会員 74名　  78口
区計 　21,500円

 東吉木
賛助会員 1名  1口
匿名１名
区計 　　2,000円

 上阿志岐東
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 上阿志岐西
一般会員 74名　  95口
区計 　23,750円

 中阿志岐
一般会員 54名　  54口
区計 　13,500円

 下阿志岐
賛助会員 1名  1口
八尋清和
一般会員 55名　  77口
区計 　 21,250円

 宮の森
賛助会員 1名  1口
匿名１名
一般会員　267名　272口
区計 　 70,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員 3名  3口
伊藤清　匿名2名
一般会員 17名　  35口
区計 　 14,750円

 みかさ台
賛助会員 4名  4口
匿名4名
一般会員 17名　  20口
区計 　 13,000円

 山家一区
一般会員 16名　  33口
区計 　　8,250円

 山家二区
一般会員 20名　  20口
区計 　　5,000円

 山家三区
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員 1名  2口
区計 　　2,500円

 山家中央区
賛助会員 1名  1口
匿名1名
一般会員 52名　  69口
区計 　19,250円

 山家六区
一般会員　132名　132口
区計 　33,000円

 山家七区
一般会員 94名　  94口
区計 　23,500円

 山家八区
一般会員 47名　  47口
区計 　11,750円

 山家九区
賛助会員 2名  2口
前田通憲　匿名1名
一般会員 49名　  68口
区計 　 21,000円

 城山区
一般会員 56名　  69口
区計 　 17,250円

 筑紫
賛助会員 6名  6口
田中鉄彌　中村勇美子
古賀美千代　匿名３名
一般会員　262名　391口
区計   109,750円

 若江
一般会員　241名　241口
区計 　 60,250円

 下見一
賛助会員 4名  4口
阿部秀男　匿名３名
一般会員　230名　261口
区計 　 73,250円

 美咲
賛助会員 1名  1口
匿名１名
一般会員 59名　  72口
区計 　 20,000円

 岡田
一般会員　408名　408口
区計   102,000円

 諸田
特別会員 1名  1口
匿名１名
一般会員 39名　  43口
区計 　 15,750円

 常松
一般会員　180名　180口
区計 　 45,000円

 永岡
特別会員 2名  2口
綾部啓子　藤井紀之
賛助会員 3名  3口
岡部忠光　匿名２名
一般会員　167名　213口
区計 　 69,250円

 桜台
特別会員 1名  1口
岡部征紘
一般会員　391名　391口
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［筑紫コミュニティ］
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［筑紫南コミュニティ］

会員名簿会員名簿

収入総額 324,306,449円  －  支出総額 ３０２,０１０,９４７円  ＝  収支差額 ２２,2９５,５０２円
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3

社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議会社会福祉法人　筑紫野市社会福祉協議会

令和２年度決算報告令和２年度決算報告
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老人福祉センター運営事業 他
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35,634,491
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9,735,067
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4,961,815

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

⑤
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⑨
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　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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筑紫野市介護を考える
家族の会よりご案内
筑紫野市介護を考える
家族の会よりご案内

社会福祉協議会内ボランティアセンター 　 （092）９２6-1940問い合わせ先 TEL

筑紫野市紫２丁目７-２１-８０１（教育文化研究所内）
　 （092）９２３-９３３９
　　info@chikushino-fnet.main.jp
　　http://chikushino-fnet.main.jp/

問い合わせ先
TEL

▲白杖ＳＯＳシグナル
　普及啓発
　シンボルマーク

　『筑紫野市点字教室』では、児童図書点訳本の貸出を無料で行っています。
　点訳本リストは、筑紫野市社会福祉協議会ホームページまたは下記ＱR
コードよりご確認ください。
　また、プライベート点訳依頼も承っています。
（※プライベート点訳は、紙代をご負担いただきますのでご了承ください。）

　視覚に障がいのある方が、
白杖を頭上５０㎝に掲げている
時は、道に迷ったり、何か困っ
たことがあって、助けを求めて
いる合図です。
　街中で見かけたら、勇気をだ
して相手の正面から「何かお困
りですか？」と優しく声をかけて
ください。

こんにちは！ ご存じですか？
白杖ＳＯＳシグナル

参加費参加費

無料無料

●12支のはじまり
●100万回生きたねこ
●からすのおかしやさん
　……など、８９冊があります。

地域支えあい通信 Vol.9地域支えあい通信 Vol.9コラム

筑紫野市社会福祉協議会  地域福祉担当　　（０９２）９２０-８００８TEL問い合わせ先

地域支え合い推進員(生活支援コーディネーター)が
市内の取組を発信しています！

　山家コミュニティでは、地域での見守り体制の仕組みのひとつ
として、救急医療情報キットを活用しています。2015年頃から、
他市町村の実践事例をもとに導入を検討し、2016年10月に初回
の配付を行いました。主な対象は、75歳以上の方がいる世帯です
が、申し出があれば、お渡ししています。
　活動が始まって5年程経ちますが、活用出来る状態にするため
には、安心カードの内容更新が必要となります。活動の中心となる
福祉部や区役員が、毎年敬老会終了後、75歳になられた方や既に
配付している世帯に見守りを兼ねた訪問をして、記入についてお
声掛けをしています。住民同士の働きかけが、安心して暮らせるま
ちづくりにつながっています。

すてき種発掘発掘
だ ね

地域
支え合い
推進員
より

自分で守る！地域で見守る！
　筒状の保存容器に、自身の体
調やかかりつけ医、服薬などの
情報を記載した安心カードを入
れ、冷蔵庫に保管をしておくもの
になります。緊急対応が必要な
際に、救急隊員が活用します。

▲冷蔵庫
　保管用ポット

▲安心カード

▲緊急医療
　情報キット
　シール

昨年、筑紫野
太宰府消防管内で
2度の使用が
ありました。

　ちくしの不登校支援ネットは、筑紫野市社会福祉協議会主催の「不登校
に悩む保護者支援サポーター養成講座」修了生の中から集まり２０１６年４月
に結成した任意団体です。
　メンバーは、元不登校当事者や民生委員・児童委員などで、不登校に悩
む保護者に寄り添う支援活動を行っています。

救急医療情報キットとは…

●不登校を考える会の開催
　（毎月第４日曜日 １３：３０～  天拝いこいの館  ２階）
●体験談を聴く会（年４回）
　（次回開催日 ８月２２日 １０：００～  天拝いこいの館  ２階）
●個別相談（随時）
●社会福祉協議会の不登校支援事業への協力

活 動 内 容

ちくしの不登校支援ネット 活動紹介ちくしの不登校支援ネット 活動紹介

詳しくは
こちらへ

H P

ミニ集会

　家族の会は、介護への関わり方や認知症について学ぶ「介護者のつどい」や介護者同士
の悩みを共有し、交流を深めることで心の負担を軽くする「ミニ集会」などを定期的に開催
することで、心豊かに暮らし続けられるまちづくりを目指して活動しております。

　地域のコミュニティセンターを会場に、少人数で介護の悩み、苦しみ戸惑いなど
を本音で語り合い、心の負担を軽くしながらより良い介護ができるように開催して
います。介護中の方はもちろん、介護が終わられた方からの体験談をお話いただく
情報交換の場にもなっています。

介護者の
つどい

　筑紫野市生涯学習センター（3階  視聴覚室）にて、認知症のことや介護に関する様々
なお話をテーマに、講師による研修会を年３回行っています。
　また、年に一回リフレッシュイベントとして、日頃のストレス解消を目的に日帰り
バスハイクも企画しています。

筑紫野市社会福祉協議会  地域福祉担当　　（092）９２0-８００８問い合わせ先 TEL

※事前の申し込みは不要です。　※新型コロナウイルス感染症の状況により中止又は、時間短縮となる場合があります。
※当日は、マスクの着用をお願い致します。

※今年度の集いは６月・９月・１１月です（バスハイクは３月の予定）。
　次回９月２８日（火）つどいは、「介護体験談」と題し、実際に介護をされている方からのお話しの予定です。

※拡大写本ボランティア入門講座  開催日程変更のお知らせ
　緊急事態宣言発令ため、６月４日（金）、１１日（金）開催が、８月２日（月）、６日（金）に変更となりました。

御笠コミュニティセンター
山家コミュニティセンター
二日市コミュニティセンター
筑紫南コミュニティセンター
二日市東コミュニティセンター
筑紫野市生涯学習センター

日　　程 会　　場
令和３年  7月13日（火）
令和３年  8月17日（火）
令和３年10月12日（火）
令和３年12月14日（火）
令和4年  1月11日（火）
令和4年  2月  8日（火）

介護の
悩みを仲間と
語り合おう！

話すことで
ストレス発散！

◀
会
場
の
様
子

家族の会って？

今年度ミニ集会予定表（毎月第2火曜日 13：00～15：00）

　救急医療情報キットは自助(自分で出来ることを自分
で行うこと)であり、お互いに支え合う仕組
みにもなっています。今回ご紹介した地域
以外でも既に取り組んでいたり、これから
取り組もうとしている行政区があります。

筑紫野市福祉
ボランティア連絡協議会です

筑紫野市福祉
ボランティア連絡協議会です

児童図書点訳本リスト
筑紫野市点字教室
（R2.11.30現在）
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います。介護中の方はもちろん、介護が終わられた方からの体験談をお話いただく
情報交換の場にもなっています。

介護者の
つどい

　筑紫野市生涯学習センター（3階  視聴覚室）にて、認知症のことや介護に関する様々
なお話をテーマに、講師による研修会を年３回行っています。
　また、年に一回リフレッシュイベントとして、日頃のストレス解消を目的に日帰り
バスハイクも企画しています。

筑紫野市社会福祉協議会  地域福祉担当　　（092）９２0-８００８問い合わせ先 TEL

※事前の申し込みは不要です。　※新型コロナウイルス感染症の状況により中止又は、時間短縮となる場合があります。
※当日は、マスクの着用をお願い致します。

※今年度の集いは６月・９月・１１月です（バスハイクは３月の予定）。
　次回９月２８日（火）つどいは、「介護体験談」と題し、実際に介護をされている方からのお話しの予定です。

※拡大写本ボランティア入門講座  開催日程変更のお知らせ
　緊急事態宣言発令ため、６月４日（金）、１１日（金）開催が、８月２日（月）、６日（金）に変更となりました。

御笠コミュニティセンター
山家コミュニティセンター
二日市コミュニティセンター
筑紫南コミュニティセンター
二日市東コミュニティセンター
筑紫野市生涯学習センター

日　　程 会　　場
令和３年  7月13日（火）
令和３年  8月17日（火）
令和３年10月12日（火）
令和３年12月14日（火）
令和4年  1月11日（火）
令和4年  2月  8日（火）

介護の
悩みを仲間と
語り合おう！

話すことで
ストレス発散！

◀
会
場
の
様
子

家族の会って？

今年度ミニ集会予定表（毎月第2火曜日 13：00～15：00）

　救急医療情報キットは自助(自分で出来ることを自分
で行うこと)であり、お互いに支え合う仕組
みにもなっています。今回ご紹介した地域
以外でも既に取り組んでいたり、これから
取り組もうとしている行政区があります。

筑紫野市福祉
ボランティア連絡協議会です

筑紫野市福祉
ボランティア連絡協議会です

児童図書点訳本リスト
筑紫野市点字教室
（R2.11.30現在）
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社協が取り組む事業・活動についての詳細はホームページでもご紹介しています。
ホームページアドレス http://www.chiku-syakyou.or.jp/ ちくしの社協 検索

筑紫野市社会福祉協議会　　 092-920-8008本誌に関するお問い合わせ TEL

ホームヘルパー・訪問入浴
スタッフ随時募集中

ホームヘルパー・訪問入浴
スタッフ随時募集中

介護を考える家族の会による介護を考える家族の会による

認知症・介護相談認知症・介護相談
毎月第３金曜日
１０時から１５時まで

日 時

筑紫野市役所
3階  会議室302場 所

ご相談の予約は不要です。ただし、既に相談者が
いる場合はお待ちいただくことがあります。

相談に関するお問い合わせは

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う記事内容の変更について
　新型コロナウイルス感染症の予防に配慮しつつ事業を行っていますが、今後の感染拡大の状況等により本誌に掲載している
事業の実施・内容等に変更が生じる場合があります。
　最新の情報は、各記事の問い合わせ先にご確認ください。お手数をおかけしますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
※本誌は令和3年6月１1日時点の情報をもとに編集しております。

筑紫野市役所  高齢者支援課 　　092-９２3-1111（代）TEL

筑紫野市社会福祉協議会  総務課 　　092-９２０-８００８TEL

ありがとうございましたありがとうございました
下記の方々からご寄付を頂きました。

いただいたご寄付は有効に活用させていただきます。
（令和３年３月１６日～令和３年６月１１日　順不同敬称略)

【筑紫地区】
●髙田　長次
　（亡母　髙田ミヱ子）
●匿名　１名

香典返し寄付者御芳名

●鹿島　脩一
一般寄付者御芳名

●筑紫遊技場組合（お菓子）
●東洋羽毛九州販売株式会社
　（消毒用ハンドスプレー）
●矢野　孝文（車椅子）
●匿名（福祉用具）

物品寄付者御芳名

　『みなさん一人ひとりが福祉の主役』を
スローガンに、だれもが住み慣れた街で安心して生
活できるまちづくりの実現を目指し、皆さまからの
会費を活用し地域福祉活動の推進に取り組んでい
ます。

　会員は随時募集しております。直接社
協の窓口にお越しいただくか、お電話に
てご連絡ください。

筑紫野市社会福祉協議会では 会員加入するには

　新型コロナウイルス感染症の影響により大変厳しい社会状況にもかかわらず、令和
２年度も社会福祉協議会の会員として、多くの市民の皆さまにご加入いただき厚くお礼
申し上げます。また、ご加入にあたりましては、各行政区長・自治会長をはじめ、関係者の
皆さま方には多大なご協力を賜り、感謝申し上げます。
　皆さま方からの貴重な浄財は、地域福祉推進のために大切に活用させていただきます。
　本年度も活動の主旨をご理解のうえ、ご加入くださいますようよろしくお願いいたし
ます。

筑紫野市社会福祉協議会　会長　岡部　征紘

令和２年度
福祉会員加入のお礼

令和２年度
福祉会員加入のお礼

一般会員会費（１口）
会　費

賛助会員会費（１口）

特別会員会費（１口）

2５０円
２,０００円

５,０００円
※複数口でもご加入頂けます。
※領収証が必要な方はお申し出ください。

筑紫野市さるびあ学園　　 　　（０９２）９２６-７８００TEL FAX・問い合わせ先

つくしライオンズクラブ様 今年もありがとうございました！
　４月２６日（月）につくしライオンズクラブ様より新鮮ないちごを頂きました。残念
ながらコロナウイルスの影響で農園でのいちご狩りはできませんでしたが、雰囲
気を感じられるように、折り紙で作ったいちご狩りのレクリエーションを楽しみ、
その後は、香り豊かないちごをみんなで美味しくいただきました。
　つくしライオンズクラブ様のお心遣いのおかげで、楽しい時間を過ごすことが
できました。本当にありがとうございました。

令和３年度福祉だより
編集委員のご紹介（五十音順）

　福祉だよりは、社会福祉協議会職員と上記５名
の編集委員で行う「福祉だより編集委員会」を経て、
年４回（４月・７月10月・１月）発行しています。
　本年も編集委員の幅広い知識を活かしたご意見
やアイディアを頂き、市民の皆様に親しまれる誌面
づくりに努めます。

楓　　千代子 さん　  梶山　奈実 さん
原田　利津子 さん　  星原　ハル子 さん
森﨑　勝彦 さん　　　　　　　　　計５名

各種保険完備、資格手当、勤勉手当、有給休暇
土・日・祝日・年末年始特別手当、早朝・夜間加算
処遇改善加算金支給、資格取得支援（補助金制度）

待　 遇

6時～22時の間で時間帯・日数応相談時　 間

筑紫野市社会福祉協議会
介護保険担当　 　092-920-８０２３

申込・
問い合わせ先

要普通運転免許・ヘルパー２級以上資　 格

●身体介護  １，３００円～
●生活援助  １，１６５円～

時　 給

TEL

さるびあ学園
だより

さるびあ学園
だより
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社会福祉法人  筑紫野市社会福祉協議会
〒818-0013  筑紫野市岡田３丁目11-1
　　（092）920-8008
　　（092）920-8033
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