
66 ちくしの福祉だより166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。
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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

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
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6月１２日～令和３年９月７日　順不同敬称略)

【山口地区】
●神武　光子
　（亡夫　神武偉三）
【山家地区】
●安武　稜子
　（亡夫　安武　惠）
【御笠地区】
●匿名　１名

香典返し寄付者御芳名

●㈲筑紫葬祭
●筑紫三色友の会
●匿名　2名

一般寄付者御芳名

●㈱エスケイエンジニアリング
　（高齢者疑似体験セット）
●東洋羽毛九州販売㈱
　（マスク）
●山口　四郎（福祉用具）

物品寄付者御芳名

　新型コロナウイルス感染症の影響により大変厳しい状況下にも関わらず、昨年は、
市民の皆様をはじめ、法人事業所・各関係機関の皆様よりご支援・ご協力をいただき
有難うございました。おかげさまで、14,577,541円（令和２年度 募金実績）
の募金が寄せられ、筑紫野市へ12,309,500円が配分されました。
　赤い羽根共同募金は、集められた地域に還元され、高齢者・障がい者・子育て支
援等、身近な地域の福祉活動に役立てられる他、予期せぬ大規模災害が発生した
際、被災地に立ち上げられる災害ボランティアセンターの運営費の財源として積み
立てられています。本年も皆様のご協力をお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金運動がはじまります赤い羽根共同募金運動がはじまります

１０月１日～１２月３１日運動期間

※赤い羽根共同募金の
　使いみち・募金方法に
　ついては、本号の
　折り込みチラシを
　ご覧ください。

赤い羽根共同募金ホームページ
https://www.akaihane.or.jp/
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お詫びと訂正
前号（１６５号）の『令和２年度福祉会員にご加入いただいた皆さま』
の記事に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことを深
くお詫び申し上げますとともに、ここに訂正させていただきます。

３団体名が
追加と
なります。

［各種団体］
特別会員
さるびあ学園親の会
筑紫野市すまいの相談センター
筑紫野市母子寡婦福祉会

正
▲㈱エスケイエンジニアリング

拡大写本
ボランティア入門講座

拡大写本
ボランティア入門講座

参加者募集

１１月５日・１２日・１９日・２６日
１２月３日・１０日（全6回）
すべて金曜日 １３時～１５時３0分

日　　時

不登校などに関する支援を行っている方・今後支援
活動を行いたいと考えている方、関心のある方

対　　象

天拝いこいの館２階 研修室
（筑紫野市武蔵１丁目２-２０）

場　　所

指定の申し込み用紙に記入の上、社会福祉協議
会へ持参・郵送・FAXでお申し込みください。
（FAXの場合は着信確認をお願いします。）申込用
紙は社会福祉協議会・天拝いこいの館にて配布、
ホームページからもダウンロードできます。

申込方法

筑紫野市社会福祉協議会　暮らしのサポートセンター担当
　　（092）９２０-８００８ 　　（092）９２０-８０３３

申込・問い合わせ先

TEL FAX

筑紫野市社会福祉協議会 地域福祉担当
  　（092）９２0-８００８（平日9時～17時）

申込・問い合わせ先

TEL

長阿彌  幹生氏 （教育文化研究所 代表）
ちょう　 あ　　 み　　　　　みき　　お

講　　師

１０名定　　員
カミーリヤ ２階 視聴覚室場  所

11月26日（金）
12月  3日（金） （全２回）
9時30分～11時30分

日  時

拡大写本うさぎ講  師

市内在住もしくは市内に通勤通学中の方
パソコンの基本操作及びワードの文字入力ができる方
（※今回の講座では、パソコン操作は行いません。）

対  象

定  員 １５名（定員になり次第締切）

受講生募集

不登校に悩む
保護者支援サポーター養成講座

不登校に悩む
保護者支援サポーター養成講座

　不登校を理解し、不登校の子どもを持つ保
護者の不安や悩みを聴き、同じ目線での「伴走
者」として寄り添うサポーターを養成する講座
です。関心のある方は、ぜひご参加ください。

参加費参加費

無料無料 　『拡大写本』とは、弱視の方のために読みや
すく工夫された本のことです。
　前回の講座では、手書きによる作成方法を
学びました。今回の講座では、弱視について
の理解を深め、パワーポイントを用いてパソコンによる基本
的な作成方法をわかりやすく説明いたします。
　関心のある方は、ぜひご参加ください。
※「弱視」とは、メガネやコンタクトレンズで補うことができないほど
視力の弱いこと。

参加費参加費

無料無料

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大によっては、中止もしくは延期する場合があります。

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9月7日時点の情報をもとに編集しております。
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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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地域支えあい通信 Vol.10地域支えあい通信 Vol.10コラム

筑紫野市社会福祉協議会  地域福祉担当　　（０９２）９２０-８００８TELこのページに関するお問い合わせ先

22 ちくしの福祉だより166号 33ちくしの福祉だより166号

筑紫野市社会福祉協議会 役員等の紹介（敬称略）筑紫野市社会福祉協議会 役員等の紹介（敬称略）
　役員等改選が行われ下記の通り選任されました。併せまして、退任された方々の在任期間中
のご功労に感謝申し上げます。

たんぽぽカフェをはじめたきっかけを教えてください！
　私は長年、医療や介護の現場で看護師として働いていました。５年前に退職した際、
これまでの経験を活かして地域に貢献できないかと考えました。
　近年、軽度の認知症の方や介護保険を受けるまではないが、物忘れなどで悩まれて
引きこもりになる方が増えてきています。そんな方が気軽に集まり交流が出来る集い
の場(認知症カフェ)を作りたいと思い友人知人に相談したところ、薬局を経営してい
る友人が会場を提供してくれたのが、たんぽぽカフェの始まりです。
秋吉さんが行っている活動のやりがいを教えてください！
　認知症の方は、自分のことを受け入れてもらえれば自然と笑顔になります。この笑顔
が大事だと思います。「たんぽぽカフェ」は現在、看護師・ケアマネージャー・薬剤師・管
理栄養士・理学療法士等、様々な専門職が関わっており、皆さんから助けてもらいなが
ら出来ていると実感しています。
　また私は、「介護を考える家族の会」の活動にも関わっており、世話人で協力し、認知症の
方とその家族の方の語らいの場として「ミニ集会」や「介護相談」等を開いています。少しで
もご家族の心の負担を軽くすることで、皆さんから少しでも笑顔が出ればと思っています。
今後どんな筑紫野市（地元）になってほしいと思いますか？
　筑紫野市に５０年住んでいる筑紫野市大好き人間です。
　現在の公民館活動などは、一部の人しか関わっていないように感じます。昔の
「向こう三軒両隣」のような、大人も子どもも皆が気軽に挨拶し、声を掛け合える
まちになって欲しいです。

だんの
地域で活躍されている人を紹介します！

らしの あわせのため、ふ く しきらり 地域人
ち　　　いき 　　びと

～ふくしのチカラ～

▲秋吉さん

たんぽぽカフェ　秋吉ヒトミさん
あき  よし

　高齢のひとり暮らしの方や介護職OBなどが
お茶を飲みながらおしゃべりをしたり、軽い運動
や脳トレ等を行う、明るい笑顔が弾ける集いの
場です。現在は、コロナ禍であまり開催が出来て
いませんが、開催時は消毒や検温等感染対策を
行っています。お気軽にお立ち寄りください。

　平成30年に「認知症になっても安心
して暮らしていけるまちづくり」をめざ
して、認知症の人や家族、支援者、一
般の人がタスキをつなぐRUN伴＋in
筑紫野を実施しました。その後も継続
的に実施する予定でしたが、新型コロ
ナの影響により、昨年から実施できて
いませんが、来年こそオリジナルTシャ
ツを着て皆でゴールを目指します！
みなさんもぜひ応援して下さい！

?たんぽぽカフェとは？たんぽぽカフェとは？
2シリーズ

毎月第３土曜日
開催日

漢方薬局たんぽぽ内
（筑紫野市筑紫７-１）

場　所
１４時～１６時
時　間

300円
（お茶代として）

参加費

豆知識！豆知識！

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！

　二日市東コミュニティ内に位置する、若葉団地と
中原団地は共同で若葉中原公民館を運営しており、
“子どもたちが将来成長してこの地を離れても思い出
してくれるように”と願いを込めて、平成28年に『ふる
さと塾』を立ち上げました。区長や地域のボランティア
が中心となって、保護者と連携を取りながら活動して
います。
　今年度は約50名の子どもたちが通っています。

すてき種発掘発掘
だ ね

地域
支え合い
推進員
より

地域で子どもを見守る

　日頃からボランティアさんと子どもた
ちが地域内でお互いに声を掛けている
とのこと。『子どもの居場所づくり』の取
組は、地域のことを気にかける子どもや
大人が増えることにつながっています。

　毎週金曜日、学校から公民館に帰ってきた子どもた
ちはまず宿題にとりかかり、終わった子から昔あそび
やグラウンドでの外遊びなど好きなことをして過ごし
ます。子どもたちの傍らには地域の方がいて、家族のよ
うな温かい雰囲気です。

ではなく『三間』です。

時間 忙しすぎて遊ぶ時間がない。
空間 遊ぶ場所がない。
仲間 一緒に遊ぶ仲間がいない。

現在の子ども達には サンマ がない！

公民館に 『三間』 をつくろう！

理事（１２名）

識見を有する者

識見を有する者

筑紫南コミュニティ運営協議会代表

山家コミュニティ運営協議会代表

市代表

婦人会代表

シニアクラブ連合会代表

部落解放同盟代表

民生委員児童委員連合会代表

社会福祉施設代表

身体障害者福祉協会代表

ボランティア連絡協議会代表

岡部　征紘

岡部　隆充

古川　仁敬

町田　松雄

森　　えつ子

山下　美知子

小川　　豊

武光　　誠

鬼木　岩𡈽

森　　尚子

山田　良則

荒木　祐輔

氏　　名

会  長

副会長

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

推 薦 区 分

監事（２名）

任期 自：令和３年６月１５日開催の定時評議員会終結の時
至：令和５年６月開催予定の定時評議員会終結の時

識見を有する者

識見を有する者

西　　　淳

井上　征治

氏　　名 推 薦 区 分

評議員（２３名）

任期 自：令和３年６月１５日開催の評議員選任・解任委員会の終結の時
至：令和７年６月開催予定の定時評議員会終結の時

二日市コミュニティ運営協議会代表

山口コミュニティ運営協議会代表

御笠まちづくり協議会代表

筑紫よかまち協議会代表

二日市東コミュニティ運営協議会代表

民生委員児童委員連合会代表

民生委員児童委員連合会代表

民生委員児童委員連合会代表

民生委員児童委員連合会代表

民生委員児童委員連合会代表

シニアクラブ連合会代表

婦人会代表

食生活改善推進会代表

教育委員代表

商工会代表

農業協同組合代表

青少年育成市民会議代表

福祉委員代表

ライオンズクラブ代表

小・中学校代表

母子寡婦福祉会代表

社会福祉施設代表

ボランティア連絡協議会代表

萩尾　土郎

荒瀬　義信

八尋　雄二

川上　弘道

宮崎　　武

三浦　健治

水田　あや子

山内　チヨ子

米元　義広

島添　耕治

長尾　龍雄

和田　朋子

髙橋　好恵

牛川　由美

矢ケ部　雄一

萩尾　義彦

森田　礼子

伊藤　伸世

平島　照笑

白水　浩樹

八尋　澄江

西村　節子

原田　利津子

氏　　名 推 薦 区 分

評議員選任・解任委員（５名）

任期 自：令和２年６月１７日開催の定時評議員会の終結の時
至：令和６年６月開催予定の定時評議員会の終結の時

白山　みさお

市村　純子

西　　　淳

井上　征治

藤根　隆治

氏　　名

ら　ん ともぷらす

▲令和元年 活動の様子

識見を有する者

識見を有する者

社会福祉協議会 監事

社会福祉協議会 監事

社会福祉協議会 事務局長

推 薦 区 分

※現在、新型コロナウイルス感染症の影響により休止しています。

～こんな活動
　ご存じですか～
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筑紫野市社会福祉協議会 役員等の紹介（敬称略）筑紫野市社会福祉協議会 役員等の紹介（敬称略）
　役員等改選が行われ下記の通り選任されました。併せまして、退任された方々の在任期間中
のご功労に感謝申し上げます。

たんぽぽカフェをはじめたきっかけを教えてください！
　私は長年、医療や介護の現場で看護師として働いていました。５年前に退職した際、
これまでの経験を活かして地域に貢献できないかと考えました。
　近年、軽度の認知症の方や介護保険を受けるまではないが、物忘れなどで悩まれて
引きこもりになる方が増えてきています。そんな方が気軽に集まり交流が出来る集い
の場(認知症カフェ)を作りたいと思い友人知人に相談したところ、薬局を経営してい
る友人が会場を提供してくれたのが、たんぽぽカフェの始まりです。
秋吉さんが行っている活動のやりがいを教えてください！
　認知症の方は、自分のことを受け入れてもらえれば自然と笑顔になります。この笑顔
が大事だと思います。「たんぽぽカフェ」は現在、看護師・ケアマネージャー・薬剤師・管
理栄養士・理学療法士等、様々な専門職が関わっており、皆さんから助けてもらいなが
ら出来ていると実感しています。
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だんの
地域で活躍されている人を紹介します！

らしの あわせのため、ふ く しきらり 地域人
ち　　　いき 　　びと

～ふくしのチカラ～

▲秋吉さん

たんぽぽカフェ　秋吉ヒトミさん
あき  よし
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お茶を飲みながらおしゃべりをしたり、軽い運動
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?たんぽぽカフェとは？たんぽぽカフェとは？
2シリーズ

毎月第３土曜日
開催日

漢方薬局たんぽぽ内
（筑紫野市筑紫７-１）

場　所
１４時～１６時
時　間

300円
（お茶代として）

参加費

豆知識！豆知識！

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！

　二日市東コミュニティ内に位置する、若葉団地と
中原団地は共同で若葉中原公民館を運営しており、
“子どもたちが将来成長してこの地を離れても思い出
してくれるように”と願いを込めて、平成28年に『ふる
さと塾』を立ち上げました。区長や地域のボランティア
が中心となって、保護者と連携を取りながら活動して
います。
　今年度は約50名の子どもたちが通っています。

すてき種発掘発掘
だ ね

地域
支え合い
推進員
より

地域で子どもを見守る
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ではなく『三間』です。

時間 忙しすぎて遊ぶ時間がない。
空間 遊ぶ場所がない。
仲間 一緒に遊ぶ仲間がいない。

現在の子ども達には サンマ がない！

公民館に 『三間』 をつくろう！

理事（１２名）

識見を有する者

識見を有する者

筑紫南コミュニティ運営協議会代表

山家コミュニティ運営協議会代表

市代表

婦人会代表

シニアクラブ連合会代表

部落解放同盟代表

民生委員児童委員連合会代表

社会福祉施設代表

身体障害者福祉協会代表

ボランティア連絡協議会代表

岡部　征紘

岡部　隆充

古川　仁敬

町田　松雄

森　　えつ子

山下　美知子

小川　　豊

武光　　誠

鬼木　岩𡈽

森　　尚子

山田　良則

荒木　祐輔

氏　　名

会  長

副会長

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

理  事

推 薦 区 分

監事（２名）

任期 自：令和３年６月１５日開催の定時評議員会終結の時
至：令和５年６月開催予定の定時評議員会終結の時

識見を有する者

識見を有する者

西　　　淳

井上　征治

氏　　名 推 薦 区 分
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白山　みさお

市村　純子

西　　　淳

井上　征治

藤根　隆治
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ら　ん ともぷらす

▲令和元年 活動の様子

識見を有する者

識見を有する者

社会福祉協議会 監事

社会福祉協議会 監事

社会福祉協議会 事務局長

推 薦 区 分

※現在、新型コロナウイルス感染症の影響により休止しています。

～こんな活動
　ご存じですか～



さるびあ学園
だより

さるびあ学園
だより

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

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

★その他  １６円★その他  １６円

　私たちは今まで「誰かの役に立てるかもしれない」という気持ちだけで何となく
募金活動に参加していました。しかし今回、募金の具体的な使いみちを詳しく
調べることで、思っていた以上に身近な場所で様々な事業に活用されていると

いうことを知り驚きました。具体的には、各地域のまちづくり推進事業やサロン活動、身体障がい者の
スポーツ振興、母子家庭の生活支援、不登校支援事業などが挙げられ、この福祉だよりの発行にも共同
募金が活用されています。これを知り、私たちの募金も本当に誰かの役に立っていたのだと感じられ、とて
も嬉しい気持ちになりました。また、昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大によって誰もが影響を
受けている一方、戸別募金の総額は前年より増加しており、優しさに溢れた「支えあい」の社会が実現しつ
つあるのではないかと感じました。今回、赤い羽根共同募金について調べてみて、一人ひとりが「地域の
ためにできること」を積み重ねることで、大きな力となり、地域及び社会貢献に繋がると思いました。今後
は、募金以外にも私たちにできる活動があれば住民の一員として積極的に取り組んでいきたいです。

　朗読ボランティアさくら会は、平成元年に結成
し、『声』を使って目の不自由な方のお役に立ちた
いという思いから、視覚特別支援学校や盲養護
老人ホームでの対面朗読や、「広報ちくしの」の
音声訳を行っています。
　現在は10代から70代
までの男女14名の会員
で、『声』をお届けしてい
ます。パソコンによる録
音・編集は自宅でもでき
ますので、興味がある方
は下記までお問い合わ
せ下さい。

　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

こんにちは！

　今年の夏も猛暑や新型コロナウイルス感染拡大の影
響で、園外での活動やドライブは控え、感染対策に取り
組みながら室内での活動を行いました。そのような中、
今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、
さるびあ学園でも大画面スクリーンでオリンピック観戦
を楽しみました。普段は、なかなか見られない競技や
日本での生中継放送などとても新鮮で興奮し、連日の
メダル獲得のニュースに大きな喜びと感動を分かち合うことができました。
　東京オリンピック・パラリンピックでもらったパワーで、さるびあ学園もさらに元気に楽しい生活を
送っていきたいと思います☆

朗読ボランティア 『さくら会』朗読ボランティア 『さくら会』
　拡大写本うさぎは、平成１１年に結成し、現在
男女２０名の会員が活動しています。視覚特別
支援学校・高等視覚特別支援学校からの依頼を
受け、弱視の生徒さんが読みやすいように文字
の大きさや編集・製本に工夫を凝らしながら『拡
大写本』を作成しています。
　自宅での作
業が主になり
ますが、これか
らも本の楽し
さをお届けで
きるよう積極
的に取り組ん
でいきたいと
思います。

拡大写本 『うさぎ』拡大写本 『うさぎ』

★筑紫野市で使われる募金  ８４円★筑紫野市で使われる募金  ８４円

筑紫野市
への配分

◀
原
本

◀
原
本

▶
拡
大
写
本

▶
拡
大
写
本

今回はさるびあ学園の
活動の様子を紹介します。

　８月１６日から９月１６日の間、将来社会福祉士を目指す大学生５名の実習を受け入れました。実習生から
みた福祉のかたちをご紹介します！

　令和２年度の筑紫野市支会赤い羽根共同募金実績14,577,541円。
　その内、筑紫野市へ12,309,500円が配分されています。
　これは、私達が 100円 の募金をした場合 84円 が筑紫野市の福祉のために使われているということになります。

わたしたち実習生がみた福祉のかたちわたしたち実習生がみた福祉のかたち

相手の心に寄り添うことができる立派な社会福祉士をめざして頑張ります！相手の心に寄り添うことができる立派な社会福祉士をめざして頑張ります！

赤い羽根共同募金について学んだこと

～１００円の募金の行方～

久留米大学  土佐美結さん

複雑化する課題に柔軟な対応が
できる社会福祉士になりたいです。

筑紫女学園大学  比惠島優衣さん

住民一人ひとりのニーズに寄り添える
社会福祉士になりたいです。

久留米大学  吉光香央理さん

福祉に関わる仕事について人の
役に立ちたい！

西南学院大学  江藤早希さん

人から信頼される社会人に
なりたい！

８４円
地域福祉・
ボランティア
活動推進
41円

地域福祉・
ボランティア
活動推進
41円

高齢者福祉
21円

高齢者福祉
21円

障がい児・者福祉
21円

障がい児・者福祉
21円

市内保育所2箇所 1円市内保育所2箇所 1円
児童・青少年・
母子福祉
10円

児童・青少年・
母子福祉
10円

今回の
学びを通して
今回の

学びを通して

●福岡県内の広域的な
　福祉事業への配分金
・・・・・・・・・・・・・・・・8円
●事務費・・・・・・・・・５円

●大規模災害発生時の
　災害準備金としての積立金
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３円

筑紫女学園大学  中村桃子さん

障がい者と健常者の架け橋になれる
社会福祉士になりたいです。

44 ちくしの福祉だより166号 55ちくしの福祉だより166号
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人から信頼される社会人に
なりたい！

８４円
地域福祉・
ボランティア
活動推進
41円

地域福祉・
ボランティア
活動推進
41円

高齢者福祉
21円

高齢者福祉
21円

障がい児・者福祉
21円

障がい児・者福祉
21円

市内保育所2箇所 1円市内保育所2箇所 1円
児童・青少年・
母子福祉
10円

児童・青少年・
母子福祉
10円

今回の
学びを通して
今回の

学びを通して

●福岡県内の広域的な
　福祉事業への配分金
・・・・・・・・・・・・・・・・8円
●事務費・・・・・・・・・５円

●大規模災害発生時の
　災害準備金としての積立金
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３円

筑紫女学園大学  中村桃子さん

障がい者と健常者の架け橋になれる
社会福祉士になりたいです。

44 ちくしの福祉だより166号 55ちくしの福祉だより166号



66 ちくしの福祉だより166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

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
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6月１２日～令和３年９月７日　順不同敬称略)

【山口地区】
●神武　光子
　（亡夫　神武偉三）
【山家地区】
●安武　稜子
　（亡夫　安武　惠）
【御笠地区】
●匿名　１名

香典返し寄付者御芳名

●㈲筑紫葬祭
●筑紫三色友の会
●匿名　2名

一般寄付者御芳名

●㈱エスケイエンジニアリング
　（高齢者疑似体験セット）
●東洋羽毛九州販売㈱
　（マスク）
●山口　四郎（福祉用具）

物品寄付者御芳名

　新型コロナウイルス感染症の影響により大変厳しい状況下にも関わらず、昨年は、
市民の皆様をはじめ、法人事業所・各関係機関の皆様よりご支援・ご協力をいただき
有難うございました。おかげさまで、14,577,541円（令和２年度 募金実績）
の募金が寄せられ、筑紫野市へ12,309,500円が配分されました。
　赤い羽根共同募金は、集められた地域に還元され、高齢者・障がい者・子育て支
援等、身近な地域の福祉活動に役立てられる他、予期せぬ大規模災害が発生した
際、被災地に立ち上げられる災害ボランティアセンターの運営費の財源として積み
立てられています。本年も皆様のご協力をお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金運動がはじまります赤い羽根共同募金運動がはじまります

１０月１日～１２月３１日運動期間

※赤い羽根共同募金の
　使いみち・募金方法に
　ついては、本号の
　折り込みチラシを
　ご覧ください。

赤い羽根共同募金ホームページ
https://www.akaihane.or.jp/
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お詫びと訂正
前号（１６５号）の『令和２年度福祉会員にご加入いただいた皆さま』
の記事に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことを深
くお詫び申し上げますとともに、ここに訂正させていただきます。

３団体名が
追加と
なります。

［各種団体］
特別会員
さるびあ学園親の会
筑紫野市すまいの相談センター
筑紫野市母子寡婦福祉会

正
▲㈱エスケイエンジニアリング

拡大写本
ボランティア入門講座

拡大写本
ボランティア入門講座

参加者募集

１１月５日・１２日・１９日・２６日
１２月３日・１０日（全6回）
すべて金曜日 １３時～１５時３0分

日　　時

不登校などに関する支援を行っている方・今後支援
活動を行いたいと考えている方、関心のある方

対　　象

天拝いこいの館２階 研修室
（筑紫野市武蔵１丁目２-２０）

場　　所

指定の申し込み用紙に記入の上、社会福祉協議
会へ持参・郵送・FAXでお申し込みください。
（FAXの場合は着信確認をお願いします。）申込用
紙は社会福祉協議会・天拝いこいの館にて配布、
ホームページからもダウンロードできます。

申込方法

筑紫野市社会福祉協議会　暮らしのサポートセンター担当
　　（092）９２０-８００８ 　　（092）９２０-８０３３

申込・問い合わせ先

TEL FAX

筑紫野市社会福祉協議会 地域福祉担当
  　（092）９２0-８００８（平日9時～17時）

申込・問い合わせ先

TEL

長阿彌  幹生氏 （教育文化研究所 代表）
ちょう　 あ　　 み　　　　　みき　　お

講　　師

１０名定　　員
カミーリヤ ２階 視聴覚室場  所

11月26日（金）
12月  3日（金） （全２回）
9時30分～11時30分

日  時

拡大写本うさぎ講  師

市内在住もしくは市内に通勤通学中の方
パソコンの基本操作及びワードの文字入力ができる方
（※今回の講座では、パソコン操作は行いません。）

対  象

定  員 １５名（定員になり次第締切）

受講生募集

不登校に悩む
保護者支援サポーター養成講座

不登校に悩む
保護者支援サポーター養成講座

　不登校を理解し、不登校の子どもを持つ保
護者の不安や悩みを聴き、同じ目線での「伴走
者」として寄り添うサポーターを養成する講座
です。関心のある方は、ぜひご参加ください。

参加費参加費

無料無料 　『拡大写本』とは、弱視の方のために読みや
すく工夫された本のことです。
　前回の講座では、手書きによる作成方法を
学びました。今回の講座では、弱視について
の理解を深め、パワーポイントを用いてパソコンによる基本
的な作成方法をわかりやすく説明いたします。
　関心のある方は、ぜひご参加ください。
※「弱視」とは、メガネやコンタクトレンズで補うことができないほど
視力の弱いこと。

参加費参加費

無料無料

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大によっては、中止もしくは延期する場合があります。

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9月7日時点の情報をもとに編集しております。
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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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