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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。
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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

サマーボランティアサマーボランティア
スクール2018スクール2018

7月26日（木）10時～12時30分
レクリエーション＆学習（カミーリヤ）

筑紫野市社会福祉協議会ボランティアセンター　　 092-926-1940（平日9時～17時）TEL

8月  9日（木）10時～17時
子ども一日民生委員児童委員体験
（筑紫野市内）

申込・問い合わせ先

第2回

8月20日（月）～21日（火）
ワークキャンプ（１泊２日） 学習のまとめ、
野外炊飯 他（国立夜須高原青少年自然の家）

第3回

平成２９年度サマーボ
ランティアスクールよ

り

参加者募集！
参加者募集！

プログラムプログラム

第１回

テーマテーマ

地域のチカラ！！地域のチカラ！！地域のチカラ！！
募集要項募集要項

定員25名募集人数

市内在住の小学４年生～中学３年生
（全３回を通して参加が可能な方）

募集条件

第３回の宿泊に伴う実費負担（2,500円程度）参 加 費

平成30年７月９日（月）～
※土・日・祝日は受付できません。
※先着順。定員になり次第締切となります。

募集期間

参加希望の方は保護者の方が下記までお電話下さい
※受付時間…平日９時から17時まで。
※お子様からのお申込みやお友達分の申込みはできません。

申込方法

もくじ

サマーボランティアスクール参加者募集！P1
「学び」と「体験」
～二日市北小学校福祉体験学習～

P2

子育てサロン・ふれんずひろば開催案内P2
さるびあだよりP3
天拝いこいの館だよりP3
平成29年度 福祉会員加入のお礼P4
決算報告・事業計画P7
不登校講演会 開催案内P8
「踊りと歌の発表会」観覧者募集P8
ご寄付のお礼・各種相談P8

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
の配分金で編集されています。

（　　　　　　　　）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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だよりだより天拝いこいの館天拝いこいの館天拝いこいの館天拝いこいの館7月３日（火）7月３日（火）

「学び」と「体験」「学び」と「体験」「学び」と「体験」「学び」と「体験」
　５月９日（水）、二日市北小学校３年生児童のみなさんと
「車いす体験学習」を実施しました。車いすについての基本を
学習後、グループに分かれて介助の体験を行いました。

　公益財団法人日本財団の２０１７年度福祉車両
助成事業によって、送迎や園外活動で使用する
車いす対応車が3月に納車されました！大切に
使わせてい
ただきます。
ありがとうご
ざいました。

社会福祉協議会では、小中学校や地域の学習会などにお伺いして、車いすなどの基本的な操作の
説明や体験を実施しています。詳しくは社会福祉協議会地域福祉担当へお問合せください。

　子育てイベント「ふれんずひろば」は、お子さんの遊び場・保護者
同士の交流の場として開催しています。
　パパの参加も大歓迎！事前の申込みは不要で入退場は自由です。
　参加をお待ちしています。

１０時３０分～13時３０分時 間

筑紫野市総合保健福祉センター「カミーリヤ」内
多目的ホール（筑紫野市岡田３－１１－１）

場 所

未就園児とその保護者対 象

参加費

無料

おもちゃが
いっぱいあるよ♪

前回５月２日
開催時の様子です

さるびあ
だより
さるびあ
だより
新しい車が来ました！！

　５月１０日（木）に、ストロベリーフィールズ筑紫野
いちご農園にて、つくしライオンズクラブ様より
いちご狩りにご招待頂きました。真っ赤に実った
もぎたてのいちごを食べながら、みんなで楽しい
時間を過ごすことが出来ました。つくしライオン
ズクラブの皆様、ありがとうございました。

今年もありがとうございました！
つくしライオンズクラブ様

天拝いこいの館人気商品ベスト３

生活介護事業　筑紫野市さるびあ学園　　 　　９２６-７８００TEL FAX・

東北復興支援商品
おからかりんとう
東北復興支援商品
おからかりんとう

障がい者就労支援施設「きらら
女川」の人気商品です。

３６０円３６０円

有精卵有精卵

公益財団法人オイスカ西日本研
修センターの人気商品の卵です。
ミネラルクリスター水を飲んで
育った「平飼い有精卵」です。

１０個入り４００円
  ６個入り２４０円
１０個入り４００円
  ６個入り２４０円

天然水の生成システムを再現し
たミネラル水です。
ミネラルクリスター水を使用し
た甘酒やコーヒーも販売してい
ます。

ケーブルテレビで紹介されました！

足
湯
も

入
っ
て
ね
！

クリスター水クリスター水

卵を購入された
お客様からの
ご報告

有精卵から雛が
かえりました。
今も元気に育って
いるそうです。

10時～16時30分営業時間 月曜日・火曜日※祝日の場合は営業休館日
筑紫野市武蔵1-2-20（天拝山歴史自然公園前）　 　　  925-8600天拝いこいの館天拝いこいの館 TEL FAX・

二日市北小学校福祉体験学習
二日市北小学校福祉体験学習

ホームページでもお知らせしていますので、こちらもぜひご覧ください

飲料無料

ふれんずひろばふれんずひろば開催のご案内開催のご案内

12時～13時は昼食スペースを設けます！

甘酒
コーヒー

（甘酒・コーヒー 各200円）
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会員名簿会員名簿

平成29年度　福祉会員加入のお礼平成29年度　福祉会員加入のお礼
　平成２９年度も社会福祉協議会の会員として多くの方々にご加入いただき厚くお礼申し
上げます。募集にあたりましては、各行政区長・自治会長様をはじめ、関係者の皆様方に
多大なご協力を賜り、感謝申し上げます。平成２９年度の加入状況について以下のとおり
報告させていただきます。
　皆様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。
本年度のご加入についても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

個人情報保護のため、特別会員・賛助会員の名簿掲載については、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。悪しからずご了承ください。）

平成29年度会員名簿（順不同敬称略）

 天拝坂
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 84名 91口
区計 　　24,750円

 都府楼団地
一般会員 23名 23口
区計 　 　 5,750円

 杉塚
特別会員   3名   4口
萩尾土郎　加藤田昭男
萩尾健児
賛助会員   6名   6口
藤田　瞳　鬼木幸秀　萩尾敬一
萩尾桱夫　豊島常正　匿名1名
一般会員 30名 69口
区計 　　49,250円

 塔原
特別会員   1名   1口
萩尾　嘉則
賛助会員 11名 11口
花園正智　増田　稔　そば処麺歩
渡辺千代子　甲斐清夫
渡邊税子　匿名５名  
一般会員 64名　　101口
区計 　　52,250円

 六反
賛助会員   4名   4口
匿名４名
一般会員 62名　　104口
区計 　　34,000円

 本町
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   1名   1口
樋口史彦
一般会員　　　194名　　233口
区計 　　65,250円

 入舟
賛助会員   １名   １口
匿名1名
一般会員   ６名 12口
区計 　 　 5,000円

 宮田町
特別会員   1名   1口
楓千代子
一般会員　　　111名　　147口
区計 　　41,750円

 京町
一般会員　　　200名　　226口
区計 　　56,500円

 曙町
特別会員   3名   3口
三室戸公晃　原竹岩海
三浦健治
賛助会員   3名   3口
田中鉄弥　戸上　寳　匿名１名
一般会員　　　221名　　228口
区計 　　78,000円

 松ヶ浦
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 13名 28口
区計 　 　 9,000円

 中央
一般会員 120名　120口
区計 　　30,000円

 栄町
一般会員 40名 40口
区計 　 　 9,888円

 昭和
賛助会員   3名   4口
読売センター二日市（田中洋一）
唄い亭（木村征子）　木村　喬
一般会員 17名 33口
区計 　　16,250円

 次田
特別会員   1名   1口
深堀幸三
一般会員　　　200名　　200口
区計 　　55,000円

 大坪
一般会員　　　185名　　193口
区計 　　48,250円

 大門
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　　　143名　　159口
区計 　　48,750円

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   9名   9口
寺﨑惠子　久芳英正　山田一郎
平山多喜男　飯田正実
川野靖子　近藤義則　池田浩康
匿名１名
一般会員 54名 98口
区計 　　47,500円

 湯町
特別会員   1名   1口
三澤正人
賛助会員 12名 12口
安西清美　三村敏明
山田商事㈱　アンデルセン薬局
西尾　二日市温泉エクセル17
森幸子　坂田朱美　久保伸太郎
坂田亜里沙　坂田しずか
サンテルム延寿館（三篠康直）
一般会員　　　369名　　419口
区計 　　133,750円

 武蔵
特別会員   1名   1口
匿名1名
賛助会員   2名   2口
松田隆一　匿名１名
一般会員　　　186名　　209口
区計 　　61,250円

 上古賀
特別会員   3名   4口
入江とき子　萩尾英之　匿名1名
賛助会員   1名   1口
永尾照子
一般会員 87名　　107口
区計 　　48,750円

［二日市コミュニティ］

 紫
賛助会員   3名   3口
跡部聖子　匿名２名
一般会員 36名 69口
区計 　　23,250円

 天神
賛助会員   5名   5口
森下正美　山内正博　杉　東明
今田敬輔　匿名１名
一般会員 29名 58口
区計 　　24,500円

 旭町
賛助会員   8名   8口
藤田一美　山本一夫　久保山進
田代邦夫　五郎丸八千代
八尋牧子　行徳隆敏
深堀俊由紀
一般会員 32名 32口
区計 　　24,000円

 東新町
賛助会員   6名   6口
竹田文康　白石研次郎
白石善範　山内善智
小野レイ子　中園弘文 
一般会員　　　192名　　202口
区計 　　62,500円

 紫ヶ丘
特別会員   1名   1口
志鶴　大
賛助会員   3名   3口
匿名３名
一般会員　　　166名　　196口
区計 　　60,000円

 東町
賛助会員   3名   3口
豊福茂美　石川俊隆　井上国次 
一般会員　　　165名　　181口
区計 　　51,250円

 針摺東
賛助会員   1名   1口
鳥飼アキミ
一般会員　　　651名　　637口
区計 　　161,250円

 石崎
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　336名　　336口
区計 　　86,000円

 若葉団地
特別会員   1名   1口
七色の音（中尾）
一般会員　　　306名　　316口
区計 　　84,000円

 中原団地
特別会員   1名   1口
篠原　司
一般会員　　　252名　　252口
区計 　　68,000円

 針摺
賛助会員   5名   5口
田村貞記　舩越睦子　匿名３件
一般会員　　　364名　　542口
区計 　　144,650円

 俗明院
特別会員   1名   1口
川上尚計
一般会員 71名　　106口
区計 　　31,500円

 朝倉街道団地
一般会員　　　152名　　152口
区計 　　38,000円

 むさしヶ丘
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　673名　　676口
区計 　　171,100円

 平等寺
一般会員 45名 45口
区計 　　11,250円

 山口
特別会員   1名   1口
匿名1名
賛助会員   3名   3口
山下信行　中川清昭　田原勝英
一般会員 73名　　119口
区計 　　40,750円

 萩原
一般会員   9名   9口
区計 　 　 2,250円

 古賀
特別会員   1名   1口
渡邉　正
賛助会員   2名   2口
池田四郎　匿名1名
一般会員 89名　　188口
区計 　　56,000円

 立明寺
賛助会員   1名   1口
𠮷村善行
一般会員　　　117名　　217口
区計 　　56,250円

 天山
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員　　　108名　　120口
区計 　　32,000円

 牛島
賛助会員   3名   3口
星原ハル子　大串正信
外山陽一郎
一般会員 50名 98口
区計 　　30,500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 43名 43口
区計 　　10,750円

 大石
一般会員 27名 43口
区計 　　10,750円

 原
賛助会員   5名   5口
小嶋政行　藤木正文
藤木和啓　匿名２名
一般会員 37名 58口
区計 　　24,500円

 西吉木
特別会員   1名   1口
松田アサ子
賛助会員   1名   1口
鬼木岩圡
一般会員 80名 80口
区計 　　27,000円

 東吉木
賛助会員   1名   1口
内田武志
区計 　 　 2,000円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　　10,750円

 上阿志岐西
賛助会員   3名   3口
匿名3名
一般会員　　　107名　　132口
区計 　　39,000円

 中阿志岐
一般会員 48名 48口
区計 　　12,000円

 下阿志岐
賛助会員   1名   1口
八尋清和
一般会員 83名　　129口
区計 　　34,250円

 宮の森
賛助会員   3名   3口
匿名３名
一般会員　　　261名　　272口
区計 　　74,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員   4名   4口
柴田継雄　常岡大輔　匿名２名
一般会員 18名 38口
区計 　　17,500円

 みかさ台
賛助会員   1名   1口
豊福徹郎
一般会員   3名   6口
区計 　 　 3,500円

 山家一
一般会員 21名 41口
区計 　　10,250円

 山家三
一般会員   4名   6口
区計 　 　 1,500円

 山家中央
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員 57名 74口
区計 　　25,500円

 山家六
一般会員　　　114名　　115口
区計 　　28,750円

 山家七
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員   1名   4口
区計 　 　 5,000円

 山家八
一般会員 48名 48口
区計 　　12,000円

［二日市東コミュニティ］ ［御笠コミュニティ］

［山口コミュニティ］

［山家コミュニティ］

 山家九
賛助会員   4名   4口
匿名4名
一般会員 52名 66口
区計 　　24,500円

 城山
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員 58名 58口
区計 　　18,500円

 筑紫
賛助会員 10名 10口
田中鉄彌　馬場信光
古賀新悟　匿名７名
一般会員　　　262名　　369口
区計 　　112,250円

 若江
一般会員　　　177名　　177口
区計 　　44,250円

 下見一
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員　　　242名　　271口
区計 　　71,750円

 美咲
賛助会員   2名   2口
森岡修　匿名１名
一般会員 77名 90口
区計 　　26,500円

 岡田
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　408名　　408口
区計 　　104,000円

 諸田
特別会員   1名   1口
匿名１名
一般会員 39名 39口
区計 　　14,750円

 常松
一般会員　　　180名　　180口
区計 　　45,000円

 永岡
特別会員   1名   1口
藤井紀之
賛助会員   6名   6口
波多江祐介　波多江邦夫
岡部忠光　綾部健二
古賀栄市　藤田昭誥
一般会員　　　212名　　277口
区計 　　86,250円

 桜台
特別会員   1名   1口
岡部征紘
賛助会員  1名   1口
匿名１名
一般会員　　　270名　　437口
区計 　　116,250円

 筑紫駅前通
特別会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 83名　　148口
区計 　　42,101円

 原田
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　241名　　317口
区計 　　81,250円

 隈
一般会員 67名 67口
区計 　　16,750円

 西小田
一般会員　　　139名　　142口
区計 　　35,500円

 馬市
一般会員 53名 53口
区計 　　13,250円

 光が丘
一般会員　　　408名　　416口
区計 　　104,000円

 美しが丘北
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　430名　　430口
区計 　　109,500円

 美しが丘南
一般会員　 1,040名　 1,040口
区計 　　260,000円

［市外］
特別会員   1名   1口
木村　孝
一般会員   ２名   ６口
計 　 　 6,500円
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平成29年度　福祉会員加入のお礼平成29年度　福祉会員加入のお礼
　平成２９年度も社会福祉協議会の会員として多くの方々にご加入いただき厚くお礼申し
上げます。募集にあたりましては、各行政区長・自治会長様をはじめ、関係者の皆様方に
多大なご協力を賜り、感謝申し上げます。平成２９年度の加入状況について以下のとおり
報告させていただきます。
　皆様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。
本年度のご加入についても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

個人情報保護のため、特別会員・賛助会員の名簿掲載については、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。悪しからずご了承ください。）

平成29年度会員名簿（順不同敬称略）

 天拝坂
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 84名 91口
区計 　　24,750円

 都府楼団地
一般会員 23名 23口
区計 　 　 5,750円

 杉塚
特別会員   3名   4口
萩尾土郎　加藤田昭男
萩尾健児
賛助会員   6名   6口
藤田　瞳　鬼木幸秀　萩尾敬一
萩尾桱夫　豊島常正　匿名1名
一般会員 30名 69口
区計 　　49,250円

 塔原
特別会員   1名   1口
萩尾　嘉則
賛助会員 11名 11口
花園正智　増田　稔　そば処麺歩
渡辺千代子　甲斐清夫
渡邊税子　匿名５名  
一般会員 64名　　101口
区計 　　52,250円

 六反
賛助会員   4名   4口
匿名４名
一般会員 62名　　104口
区計 　　34,000円

 本町
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   1名   1口
樋口史彦
一般会員　　　194名　　233口
区計 　　65,250円

 入舟
賛助会員   １名   １口
匿名1名
一般会員   ６名 12口
区計 　 　 5,000円

 宮田町
特別会員   1名   1口
楓千代子
一般会員　　　111名　　147口
区計 　　41,750円

 京町
一般会員　　　200名　　226口
区計 　　56,500円

 曙町
特別会員   3名   3口
三室戸公晃　原竹岩海
三浦健治
賛助会員   3名   3口
田中鉄弥　戸上　寳　匿名１名
一般会員　　　221名　　228口
区計 　　78,000円

 松ヶ浦
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 13名 28口
区計 　 　 9,000円

 中央
一般会員 120名　120口
区計 　　30,000円

 栄町
一般会員 40名 40口
区計 　 　 9,888円

 昭和
賛助会員   3名   4口
読売センター二日市（田中洋一）
唄い亭（木村征子）　木村　喬
一般会員 17名 33口
区計 　　16,250円

 次田
特別会員   1名   1口
深堀幸三
一般会員　　　200名　　200口
区計 　　55,000円

 大坪
一般会員　　　185名　　193口
区計 　　48,250円

 大門
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　　　143名　　159口
区計 　　48,750円

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   9名   9口
寺﨑惠子　久芳英正　山田一郎
平山多喜男　飯田正実
川野靖子　近藤義則　池田浩康
匿名１名
一般会員 54名 98口
区計 　　47,500円

 湯町
特別会員   1名   1口
三澤正人
賛助会員 12名 12口
安西清美　三村敏明
山田商事㈱　アンデルセン薬局
西尾　二日市温泉エクセル17
森幸子　坂田朱美　久保伸太郎
坂田亜里沙　坂田しずか
サンテルム延寿館（三篠康直）
一般会員　　　369名　　419口
区計 　　133,750円

 武蔵
特別会員   1名   1口
匿名1名
賛助会員   2名   2口
松田隆一　匿名１名
一般会員　　　186名　　209口
区計 　　61,250円

 上古賀
特別会員   3名   4口
入江とき子　萩尾英之　匿名1名
賛助会員   1名   1口
永尾照子
一般会員 87名　　107口
区計 　　48,750円

［二日市コミュニティ］

 紫
賛助会員   3名   3口
跡部聖子　匿名２名
一般会員 36名 69口
区計 　　23,250円

 天神
賛助会員   5名   5口
森下正美　山内正博　杉　東明
今田敬輔　匿名１名
一般会員 29名 58口
区計 　　24,500円

 旭町
賛助会員   8名   8口
藤田一美　山本一夫　久保山進
田代邦夫　五郎丸八千代
八尋牧子　行徳隆敏
深堀俊由紀
一般会員 32名 32口
区計 　　24,000円

 東新町
賛助会員   6名   6口
竹田文康　白石研次郎
白石善範　山内善智
小野レイ子　中園弘文 
一般会員　　　192名　　202口
区計 　　62,500円

 紫ヶ丘
特別会員   1名   1口
志鶴　大
賛助会員   3名   3口
匿名３名
一般会員　　　166名　　196口
区計 　　60,000円

 東町
賛助会員   3名   3口
豊福茂美　石川俊隆　井上国次 
一般会員　　　165名　　181口
区計 　　51,250円

 針摺東
賛助会員   1名   1口
鳥飼アキミ
一般会員　　　651名　　637口
区計 　　161,250円

 石崎
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　336名　　336口
区計 　　86,000円

 若葉団地
特別会員   1名   1口
七色の音（中尾）
一般会員　　　306名　　316口
区計 　　84,000円

 中原団地
特別会員   1名   1口
篠原　司
一般会員　　　252名　　252口
区計 　　68,000円

 針摺
賛助会員   5名   5口
田村貞記　舩越睦子　匿名３件
一般会員　　　364名　　542口
区計 　　144,650円

 俗明院
特別会員   1名   1口
川上尚計
一般会員 71名　　106口
区計 　　31,500円

 朝倉街道団地
一般会員　　　152名　　152口
区計 　　38,000円

 むさしヶ丘
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　673名　　676口
区計 　　171,100円

 平等寺
一般会員 45名 45口
区計 　　11,250円

 山口
特別会員   1名   1口
匿名1名
賛助会員   3名   3口
山下信行　中川清昭　田原勝英
一般会員 73名　　119口
区計 　　40,750円

 萩原
一般会員   9名   9口
区計 　 　 2,250円

 古賀
特別会員   1名   1口
渡邉　正
賛助会員   2名   2口
池田四郎　匿名1名
一般会員 89名　　188口
区計 　　56,000円

 立明寺
賛助会員   1名   1口
𠮷村善行
一般会員　　　117名　　217口
区計 　　56,250円

 天山
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員　　　108名　　120口
区計 　　32,000円

 牛島
賛助会員   3名   3口
星原ハル子　大串正信
外山陽一郎
一般会員 50名 98口
区計 　　30,500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 43名 43口
区計 　　10,750円

 大石
一般会員 27名 43口
区計 　　10,750円

 原
賛助会員   5名   5口
小嶋政行　藤木正文
藤木和啓　匿名２名
一般会員 37名 58口
区計 　　24,500円

 西吉木
特別会員   1名   1口
松田アサ子
賛助会員   1名   1口
鬼木岩圡
一般会員 80名 80口
区計 　　27,000円

 東吉木
賛助会員   1名   1口
内田武志
区計 　 　 2,000円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　　10,750円

 上阿志岐西
賛助会員   3名   3口
匿名3名
一般会員　　　107名　　132口
区計 　　39,000円

 中阿志岐
一般会員 48名 48口
区計 　　12,000円

 下阿志岐
賛助会員   1名   1口
八尋清和
一般会員 83名　　129口
区計 　　34,250円

 宮の森
賛助会員   3名   3口
匿名３名
一般会員　　　261名　　272口
区計 　　74,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員   4名   4口
柴田継雄　常岡大輔　匿名２名
一般会員 18名 38口
区計 　　17,500円

 みかさ台
賛助会員   1名   1口
豊福徹郎
一般会員   3名   6口
区計 　 　 3,500円

 山家一
一般会員 21名 41口
区計 　　10,250円

 山家三
一般会員   4名   6口
区計 　 　 1,500円

 山家中央
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員 57名 74口
区計 　　25,500円

 山家六
一般会員　　　114名　　115口
区計 　　28,750円

 山家七
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員   1名   4口
区計 　 　 5,000円

 山家八
一般会員 48名 48口
区計 　　12,000円

［二日市東コミュニティ］ ［御笠コミュニティ］

［山口コミュニティ］

［山家コミュニティ］

 山家九
賛助会員   4名   4口
匿名4名
一般会員 52名 66口
区計 　　24,500円

 城山
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員 58名 58口
区計 　　18,500円

 筑紫
賛助会員 10名 10口
田中鉄彌　馬場信光
古賀新悟　匿名７名
一般会員　　　262名　　369口
区計 　　112,250円

 若江
一般会員　　　177名　　177口
区計 　　44,250円

 下見一
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員　　　242名　　271口
区計 　　71,750円

 美咲
賛助会員   2名   2口
森岡修　匿名１名
一般会員 77名 90口
区計 　　26,500円

 岡田
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　408名　　408口
区計 　　104,000円

 諸田
特別会員   1名   1口
匿名１名
一般会員 39名 39口
区計 　　14,750円

 常松
一般会員　　　180名　　180口
区計 　　45,000円

 永岡
特別会員   1名   1口
藤井紀之
賛助会員   6名   6口
波多江祐介　波多江邦夫
岡部忠光　綾部健二
古賀栄市　藤田昭誥
一般会員　　　212名　　277口
区計 　　86,250円

 桜台
特別会員   1名   1口
岡部征紘
賛助会員  1名   1口
匿名１名
一般会員　　　270名　　437口
区計 　　116,250円

 筑紫駅前通
特別会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 83名　　148口
区計 　　42,101円

 原田
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　241名　　317口
区計 　　81,250円

 隈
一般会員 67名 67口
区計 　　16,750円

 西小田
一般会員　　　139名　　142口
区計 　　35,500円

 馬市
一般会員 53名 53口
区計 　　13,250円

 光が丘
一般会員　　　408名　　416口
区計 　　104,000円

 美しが丘北
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　430名　　430口
区計 　　109,500円

 美しが丘南
一般会員　 1,040名　 1,040口
区計 　　260,000円

［市外］
特別会員   1名   1口
木村　孝
一般会員   ２名   ６口
計 　 　 6,500円
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　上記５名の福祉だより編集委員の皆様には、毎号、本誌の記事の編集にご協力頂いています。
市民目線での貴重なご意見や、知識・経験を生かしたアイディアを頂きながら、今後も親しみやすく
魅力的な「福祉だより」を目指します。

 天拝坂
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 84名 91口
区計 　　24,750円

 都府楼団地
一般会員 23名 23口
区計 　 　 5,750円

 杉塚
特別会員   3名   4口
萩尾土郎　加藤田昭男
萩尾健児
賛助会員   6名   6口
藤田　瞳　鬼木幸秀　萩尾敬一
萩尾桱夫　豊島常正　匿名1名
一般会員 30名 69口
区計 　　49,250円

 塔原
特別会員   1名   1口
萩尾　嘉則
賛助会員 11名 11口
花園正智　増田　稔　そば処麺歩
渡辺千代子　甲斐清夫
渡邊税子　匿名５名  
一般会員 64名　　101口
区計 　　52,250円

 六反
賛助会員   4名   4口
匿名４名
一般会員 62名　　104口
区計 　　34,000円

 本町
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   1名   1口
樋口史彦
一般会員　　　194名　　233口
区計 　　65,250円

 入舟
賛助会員   １名   １口
匿名1名
一般会員   ６名 12口
区計 　 　 5,000円

 宮田町
特別会員   1名   1口
楓千代子
一般会員　　　111名　　147口
区計 　　41,750円

 京町
一般会員　　　200名　　226口
区計 　　56,500円

 曙町
特別会員   3名   3口
三室戸公晃　原竹岩海
三浦健治
賛助会員   3名   3口
田中鉄弥　戸上　寳　匿名１名
一般会員　　　221名　　228口
区計 　　78,000円

 松ヶ浦
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 13名 28口
区計 　 　 9,000円

 中央
一般会員 120名　120口
区計 　　30,000円

 栄町
一般会員 40名 40口
区計 　 　 9,888円

 昭和
賛助会員   3名   4口
読売センター二日市（田中洋一）
唄い亭（木村征子）　木村　喬
一般会員 17名 33口
区計 　　16,250円

 次田
特別会員   1名   1口
深堀幸三
一般会員　　　200名　　200口
区計 　　55,000円

 大坪
一般会員　　　185名　　193口
区計 　　48,250円

 大門
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　　　143名　　159口
区計 　　48,750円

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   9名   9口
寺﨑惠子　久芳英正　山田一郎
平山多喜男　飯田正実
川野靖子　近藤義則　池田浩康
匿名１名
一般会員 54名 98口
区計 　　47,500円

 湯町
特別会員   1名   1口
三澤正人
賛助会員 12名 12口
安西清美　三村敏明
山田商事㈱　アンデルセン薬局
西尾　二日市温泉エクセル17
森幸子　坂田朱美　久保伸太郎
坂田亜里沙　坂田しずか
サンテルム延寿館（三篠康直）
一般会員　　　369名　　419口
区計 　　133,750円

 武蔵
特別会員   1名   1口
匿名1名
賛助会員   2名   2口
松田隆一　匿名１名
一般会員　　　186名　　209口
区計 　　61,250円

 上古賀
特別会員   3名   4口
入江とき子　萩尾英之　匿名1名
賛助会員   1名   1口
永尾照子
一般会員 87名　　107口
区計 　　48,750円

 紫
賛助会員   3名   3口
跡部聖子　匿名２名
一般会員 36名 69口
区計 　　23,250円

 天神
賛助会員   5名   5口
森下正美　山内正博　杉　東明
今田敬輔　匿名１名
一般会員 29名 58口
区計 　　24,500円

 旭町
賛助会員   8名   8口
藤田一美　山本一夫　久保山進
田代邦夫　五郎丸八千代
八尋牧子　行徳隆敏
深堀俊由紀
一般会員 32名 32口
区計 　　24,000円

 東新町
賛助会員   6名   6口
竹田文康　白石研次郎
白石善範　山内善智
小野レイ子　中園弘文 
一般会員　　　192名　　202口
区計 　　62,500円

 紫ヶ丘
特別会員   1名   1口
志鶴　大
賛助会員   3名   3口
匿名３名
一般会員　　　166名　　196口
区計 　　60,000円

 東町
賛助会員   3名   3口
豊福茂美　石川俊隆　井上国次 
一般会員　　　165名　　181口
区計 　　51,250円

 針摺東
賛助会員   1名   1口
鳥飼アキミ
一般会員　　　651名　　637口
区計 　　161,250円

 石崎
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　336名　　336口
区計 　　86,000円

 若葉団地
特別会員   1名   1口
七色の音（中尾）
一般会員　　　306名　　316口
区計 　　84,000円

 中原団地
特別会員   1名   1口
篠原　司
一般会員　　　252名　　252口
区計 　　68,000円

 針摺
賛助会員   5名   5口
田村貞記　舩越睦子　匿名３件
一般会員　　　364名　　542口
区計 　　144,650円

 俗明院
特別会員   1名   1口
川上尚計
一般会員 71名　　106口
区計 　　31,500円

 朝倉街道団地
一般会員　　　152名　　152口
区計 　　38,000円

 むさしヶ丘
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　673名　　676口
区計 　　171,100円

 平等寺
一般会員 45名 45口
区計 　　11,250円

 山口
特別会員   1名   1口
匿名1名
賛助会員   3名   3口
山下信行　中川清昭　田原勝英
一般会員 73名　　119口
区計 　　40,750円

 萩原
一般会員   9名   9口
区計 　 　 2,250円

 古賀
特別会員   1名   1口
渡邉　正
賛助会員   2名   2口
池田四郎　匿名1名
一般会員 89名　　188口
区計 　　56,000円

 立明寺
賛助会員   1名   1口
𠮷村善行
一般会員　　　117名　　217口
区計 　　56,250円

 天山
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員　　　108名　　120口
区計 　　32,000円

 牛島
賛助会員   3名   3口
星原ハル子　大串正信
外山陽一郎
一般会員 50名 98口
区計 　　30,500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 43名 43口
区計 　　10,750円

 大石
一般会員 27名 43口
区計 　　10,750円

 原
賛助会員   5名   5口
小嶋政行　藤木正文
藤木和啓　匿名２名
一般会員 37名 58口
区計 　　24,500円

 西吉木
特別会員   1名   1口
松田アサ子
賛助会員   1名   1口
鬼木岩圡
一般会員 80名 80口
区計 　　27,000円

 東吉木
賛助会員   1名   1口
内田武志
区計 　 　 2,000円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　　10,750円

 上阿志岐西
賛助会員   3名   3口
匿名3名
一般会員　　　107名　　132口
区計 　　39,000円

 中阿志岐
一般会員 48名 48口
区計 　　12,000円

 下阿志岐
賛助会員   1名   1口
八尋清和
一般会員 83名　　129口
区計 　　34,250円

 宮の森
賛助会員   3名   3口
匿名３名
一般会員　　　261名　　272口
区計 　　74,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員   4名   4口
柴田継雄　常岡大輔　匿名２名
一般会員 18名 38口
区計 　　17,500円

 みかさ台
賛助会員   1名   1口
豊福徹郎
一般会員   3名   6口
区計 　 　 3,500円

 山家一
一般会員 21名 41口
区計 　　10,250円

 山家三
一般会員   4名   6口
区計 　 　 1,500円

 山家中央
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員 57名 74口
区計 　　25,500円

 山家六
一般会員　　　114名　　115口
区計 　　28,750円

 山家七
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員   1名   4口
区計 　 　 5,000円

 山家八
一般会員 48名 48口
区計 　　12,000円

 山家九
賛助会員   4名   4口
匿名4名
一般会員 52名 66口
区計 　　24,500円

 城山
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員 58名 58口
区計 　　18,500円

 筑紫
賛助会員 10名 10口
田中鉄彌　馬場信光
古賀新悟　匿名７名
一般会員　　　262名　　369口
区計 　　112,250円

 若江
一般会員　　　177名　　177口
区計 　　44,250円

 下見一
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員　　　242名　　271口
区計 　　71,750円

 美咲
賛助会員   2名   2口
森岡修　匿名１名
一般会員 77名 90口
区計 　　26,500円

 岡田
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　408名　　408口
区計 　　104,000円

 諸田
特別会員   1名   1口
匿名１名
一般会員 39名 39口
区計 　　14,750円

 常松
一般会員　　　180名　　180口
区計 　　45,000円

 永岡
特別会員   1名   1口
藤井紀之
賛助会員   6名   6口
波多江祐介　波多江邦夫
岡部忠光　綾部健二
古賀栄市　藤田昭誥
一般会員　　　212名　　277口
区計 　　86,250円

 桜台
特別会員   1名   1口
岡部征紘
賛助会員  1名   1口
匿名１名
一般会員　　　270名　　437口
区計 　　116,250円

 筑紫駅前通
特別会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 83名　　148口
区計 　　42,101円

 原田
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　241名　　317口
区計 　　81,250円

 隈
一般会員 67名 67口
区計 　　16,750円

 西小田
一般会員　　　139名　　142口
区計 　　35,500円

 馬市
一般会員 53名 53口
区計 　　13,250円

 光が丘
一般会員　　　408名　　416口
区計 　　104,000円

 美しが丘北
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　430名　　430口
区計 　　109,500円

 美しが丘南
一般会員　 1,040名　 1,040口
区計 　　260,000円

［市外］
特別会員   1名   1口
木村　孝
一般会員   ２名   ６口
計 　 　 6,500円

［筑紫コミュニティ］

［筑紫南コミュニティ］

［各種団体］
特別会員
第3回チャリティーカラオケ発表会実行委員会
筑紫野市身体障害者福祉協会
筑紫野市母子寡婦福祉会
ヨシタケＴＳ㈱
さるびあ学園親の会
中央福岡ヤクルト販売㈱
福祉バスご利用団体
車輌広告掲載団体
移送サービスご利用者
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
筑紫野市民生委員児童委員連合会
筑紫野市商工会
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
福祉バスご利用団体
筑紫野市社会福祉協議会職員一同

各種団体計　　1,521,500円

平成２９年度会費実績平成２９年度会費実績
特別会員
賛助会員
一般会員
合　　計

3,434,489円
840,000円

1,115,000円
5,389,489円

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

平成29年度決算報告平成29年度決算報告
収入総額 349,880,504円収入総額 349,880,504円

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

5,389,489
2,289,647

100,547,700

50,161,392

36,337,140

92,906,370

10,820,988

38,900,926
12,526,852

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

支出総額 313,272,196円支出総額 313,272,196円

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

213,116,144
70,393,884
11,903,201

17,858,967

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

収入総額 ３４９,８８０,５０４円  －  支出総額 ３１３,２７２,１９６円  ＝  収支差額 ３６,６０８,３０８円

●平成29年4月1日より施行された改正社会福祉法に基づき、新役
員体制でのスタートを切った。

●平成２９年７月に甚大な被害をもたらした九州北部豪雨災害を
受けて設置された朝倉市災害ボランティアセンターの運営支援
として、職員を派遣し被災地の支援を行った。

●平成２９年度より市から受託した生活支援体制整備事業について研
究及び関係機関とのネットワークづくりに取り組み、社会資源や福祉
ニーズの可視化を目的に情報誌の刷新とアンケート調査を行った。

●介護保険事業においては、利用者の希望に寄り添いながら、関係
機関と連携し介護サービスの提供を行った。職員の資質向上を
目指すため自主研修会を積極的に実施した。

●障害児者施設の管理・運営にあたって、利用者本位の視点に立っ
て自立に向けたきめ細やかな支援内容、支援体制の向上に職員
一丸となって取り組んだ。

平成２９年度　事業報告平成２９年度　事業報告

平成３０年度　事業計画（重点目標）平成３０年度　事業計画（重点目標）
法人化５０周年事業の開催
市との強固なパートナーシップによる
生活支援体制整備事業推進

第９期福祉委員活動の推進
人材の育成・確保の充実強化
サービス事業における利用者確保と安定した経営

1

2

3

4

5

※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。

①会費収入 1.5％①会費収入 1.5％

②寄付金収入 0.7%②寄付金収入 0.7%

⑤介護保険事業収入 10.4%⑤介護保険事業収入 10.4%

⑦事業収入 3.1％⑦事業収入 3.1％

⑨その他の収入 3.6%⑨その他の収入 3.6% ④その他の支出 5.7%④その他の支出 5.7%

③補助金収入
28.7％

③補助金収入
28.7％

④受託金収入
14.3%

④受託金収入
14.3%

⑥障害福祉サービス等
　事業収入 26.6%
⑥障害福祉サービス等
　事業収入 26.6%

⑧前年度繰越金収入
11.1%

⑧前年度繰越金収入
11.1%

①人件費支出
68％

①人件費支出
68％

②事業費・事務費支出
22.5%

②事業費・事務費支出
22.5%

③助成金支出 3.8%③助成金支出 3.8%

平成３０年度福祉だより編集委員のご紹介平成３０年度福祉だより編集委員のご紹介

楓　　千代子 さん　　白土　久美子 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

五十音順



66 ちくしの福祉だより153号 77ちくしの福祉だより153号

会員名簿会員名簿

　上記５名の福祉だより編集委員の皆様には、毎号、本誌の記事の編集にご協力頂いています。
市民目線での貴重なご意見や、知識・経験を生かしたアイディアを頂きながら、今後も親しみやすく
魅力的な「福祉だより」を目指します。

 天拝坂
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 84名 91口
区計 　　24,750円

 都府楼団地
一般会員 23名 23口
区計 　 　 5,750円

 杉塚
特別会員   3名   4口
萩尾土郎　加藤田昭男
萩尾健児
賛助会員   6名   6口
藤田　瞳　鬼木幸秀　萩尾敬一
萩尾桱夫　豊島常正　匿名1名
一般会員 30名 69口
区計 　　49,250円

 塔原
特別会員   1名   1口
萩尾　嘉則
賛助会員 11名 11口
花園正智　増田　稔　そば処麺歩
渡辺千代子　甲斐清夫
渡邊税子　匿名５名  
一般会員 64名　　101口
区計 　　52,250円

 六反
賛助会員   4名   4口
匿名４名
一般会員 62名　　104口
区計 　　34,000円

 本町
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   1名   1口
樋口史彦
一般会員　　　194名　　233口
区計 　　65,250円

 入舟
賛助会員   １名   １口
匿名1名
一般会員   ６名 12口
区計 　 　 5,000円

 宮田町
特別会員   1名   1口
楓千代子
一般会員　　　111名　　147口
区計 　　41,750円

 京町
一般会員　　　200名　　226口
区計 　　56,500円

 曙町
特別会員   3名   3口
三室戸公晃　原竹岩海
三浦健治
賛助会員   3名   3口
田中鉄弥　戸上　寳　匿名１名
一般会員　　　221名　　228口
区計 　　78,000円

 松ヶ浦
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 13名 28口
区計 　 　 9,000円

 中央
一般会員 120名　120口
区計 　　30,000円

 栄町
一般会員 40名 40口
区計 　 　 9,888円

 昭和
賛助会員   3名   4口
読売センター二日市（田中洋一）
唄い亭（木村征子）　木村　喬
一般会員 17名 33口
区計 　　16,250円

 次田
特別会員   1名   1口
深堀幸三
一般会員　　　200名　　200口
区計 　　55,000円

 大坪
一般会員　　　185名　　193口
区計 　　48,250円

 大門
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　　　143名　　159口
区計 　　48,750円

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   9名   9口
寺﨑惠子　久芳英正　山田一郎
平山多喜男　飯田正実
川野靖子　近藤義則　池田浩康
匿名１名
一般会員 54名 98口
区計 　　47,500円

 湯町
特別会員   1名   1口
三澤正人
賛助会員 12名 12口
安西清美　三村敏明
山田商事㈱　アンデルセン薬局
西尾　二日市温泉エクセル17
森幸子　坂田朱美　久保伸太郎
坂田亜里沙　坂田しずか
サンテルム延寿館（三篠康直）
一般会員　　　369名　　419口
区計 　　133,750円

 武蔵
特別会員   1名   1口
匿名1名
賛助会員   2名   2口
松田隆一　匿名１名
一般会員　　　186名　　209口
区計 　　61,250円

 上古賀
特別会員   3名   4口
入江とき子　萩尾英之　匿名1名
賛助会員   1名   1口
永尾照子
一般会員 87名　　107口
区計 　　48,750円

 紫
賛助会員   3名   3口
跡部聖子　匿名２名
一般会員 36名 69口
区計 　　23,250円

 天神
賛助会員   5名   5口
森下正美　山内正博　杉　東明
今田敬輔　匿名１名
一般会員 29名 58口
区計 　　24,500円

 旭町
賛助会員   8名   8口
藤田一美　山本一夫　久保山進
田代邦夫　五郎丸八千代
八尋牧子　行徳隆敏
深堀俊由紀
一般会員 32名 32口
区計 　　24,000円

 東新町
賛助会員   6名   6口
竹田文康　白石研次郎
白石善範　山内善智
小野レイ子　中園弘文 
一般会員　　　192名　　202口
区計 　　62,500円

 紫ヶ丘
特別会員   1名   1口
志鶴　大
賛助会員   3名   3口
匿名３名
一般会員　　　166名　　196口
区計 　　60,000円

 東町
賛助会員   3名   3口
豊福茂美　石川俊隆　井上国次 
一般会員　　　165名　　181口
区計 　　51,250円

 針摺東
賛助会員   1名   1口
鳥飼アキミ
一般会員　　　651名　　637口
区計 　　161,250円

 石崎
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　336名　　336口
区計 　　86,000円

 若葉団地
特別会員   1名   1口
七色の音（中尾）
一般会員　　　306名　　316口
区計 　　84,000円

 中原団地
特別会員   1名   1口
篠原　司
一般会員　　　252名　　252口
区計 　　68,000円

 針摺
賛助会員   5名   5口
田村貞記　舩越睦子　匿名３件
一般会員　　　364名　　542口
区計 　　144,650円

 俗明院
特別会員   1名   1口
川上尚計
一般会員 71名　　106口
区計 　　31,500円

 朝倉街道団地
一般会員　　　152名　　152口
区計 　　38,000円

 むさしヶ丘
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　673名　　676口
区計 　　171,100円

 平等寺
一般会員 45名 45口
区計 　　11,250円

 山口
特別会員   1名   1口
匿名1名
賛助会員   3名   3口
山下信行　中川清昭　田原勝英
一般会員 73名　　119口
区計 　　40,750円

 萩原
一般会員   9名   9口
区計 　 　 2,250円

 古賀
特別会員   1名   1口
渡邉　正
賛助会員   2名   2口
池田四郎　匿名1名
一般会員 89名　　188口
区計 　　56,000円

 立明寺
賛助会員   1名   1口
𠮷村善行
一般会員　　　117名　　217口
区計 　　56,250円

 天山
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員　　　108名　　120口
区計 　　32,000円

 牛島
賛助会員   3名   3口
星原ハル子　大串正信
外山陽一郎
一般会員 50名 98口
区計 　　30,500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 43名 43口
区計 　　10,750円

 大石
一般会員 27名 43口
区計 　　10,750円

 原
賛助会員   5名   5口
小嶋政行　藤木正文
藤木和啓　匿名２名
一般会員 37名 58口
区計 　　24,500円

 西吉木
特別会員   1名   1口
松田アサ子
賛助会員   1名   1口
鬼木岩圡
一般会員 80名 80口
区計 　　27,000円

 東吉木
賛助会員   1名   1口
内田武志
区計 　 　 2,000円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　　10,750円

 上阿志岐西
賛助会員   3名   3口
匿名3名
一般会員　　　107名　　132口
区計 　　39,000円

 中阿志岐
一般会員 48名 48口
区計 　　12,000円

 下阿志岐
賛助会員   1名   1口
八尋清和
一般会員 83名　　129口
区計 　　34,250円

 宮の森
賛助会員   3名   3口
匿名３名
一般会員　　　261名　　272口
区計 　　74,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員   4名   4口
柴田継雄　常岡大輔　匿名２名
一般会員 18名 38口
区計 　　17,500円

 みかさ台
賛助会員   1名   1口
豊福徹郎
一般会員   3名   6口
区計 　 　 3,500円

 山家一
一般会員 21名 41口
区計 　　10,250円

 山家三
一般会員   4名   6口
区計 　 　 1,500円

 山家中央
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員 57名 74口
区計 　　25,500円

 山家六
一般会員　　　114名　　115口
区計 　　28,750円

 山家七
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員   1名   4口
区計 　 　 5,000円

 山家八
一般会員 48名 48口
区計 　　12,000円

 山家九
賛助会員   4名   4口
匿名4名
一般会員 52名 66口
区計 　　24,500円

 城山
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員 58名 58口
区計 　　18,500円

 筑紫
賛助会員 10名 10口
田中鉄彌　馬場信光
古賀新悟　匿名７名
一般会員　　　262名　　369口
区計 　　112,250円

 若江
一般会員　　　177名　　177口
区計 　　44,250円

 下見一
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員　　　242名　　271口
区計 　　71,750円

 美咲
賛助会員   2名   2口
森岡修　匿名１名
一般会員 77名 90口
区計 　　26,500円

 岡田
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　408名　　408口
区計 　　104,000円

 諸田
特別会員   1名   1口
匿名１名
一般会員 39名 39口
区計 　　14,750円

 常松
一般会員　　　180名　　180口
区計 　　45,000円

 永岡
特別会員   1名   1口
藤井紀之
賛助会員   6名   6口
波多江祐介　波多江邦夫
岡部忠光　綾部健二
古賀栄市　藤田昭誥
一般会員　　　212名　　277口
区計 　　86,250円

 桜台
特別会員   1名   1口
岡部征紘
賛助会員  1名   1口
匿名１名
一般会員　　　270名　　437口
区計 　　116,250円

 筑紫駅前通
特別会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 83名　　148口
区計 　　42,101円

 原田
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　241名　　317口
区計 　　81,250円

 隈
一般会員 67名 67口
区計 　　16,750円

 西小田
一般会員　　　139名　　142口
区計 　　35,500円

 馬市
一般会員 53名 53口
区計 　　13,250円

 光が丘
一般会員　　　408名　　416口
区計 　　104,000円

 美しが丘北
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　　430名　　430口
区計 　　109,500円

 美しが丘南
一般会員　 1,040名　 1,040口
区計 　　260,000円

［市外］
特別会員   1名   1口
木村　孝
一般会員   ２名   ６口
計 　 　 6,500円

［筑紫コミュニティ］

［筑紫南コミュニティ］

［各種団体］
特別会員
第3回チャリティーカラオケ発表会実行委員会
筑紫野市身体障害者福祉協会
筑紫野市母子寡婦福祉会
ヨシタケＴＳ㈱
さるびあ学園親の会
中央福岡ヤクルト販売㈱
福祉バスご利用団体
車輌広告掲載団体
移送サービスご利用者
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
筑紫野市民生委員児童委員連合会
筑紫野市商工会
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
福祉バスご利用団体
筑紫野市社会福祉協議会職員一同

各種団体計　　1,521,500円

平成２９年度会費実績平成２９年度会費実績
特別会員
賛助会員
一般会員
合　　計

3,434,489円
840,000円

1,115,000円
5,389,489円

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

平成29年度決算報告平成29年度決算報告
収入総額 349,880,504円収入総額 349,880,504円

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

5,389,489
2,289,647

100,547,700

50,161,392

36,337,140

92,906,370

10,820,988

38,900,926
12,526,852

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

支出総額 313,272,196円支出総額 313,272,196円

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

213,116,144
70,393,884
11,903,201

17,858,967

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

収入総額 ３４９,８８０,５０４円  －  支出総額 ３１３,２７２,１９６円  ＝  収支差額 ３６,６０８,３０８円

●平成29年4月1日より施行された改正社会福祉法に基づき、新役
員体制でのスタートを切った。

●平成２９年７月に甚大な被害をもたらした九州北部豪雨災害を
受けて設置された朝倉市災害ボランティアセンターの運営支援
として、職員を派遣し被災地の支援を行った。

●平成２９年度より市から受託した生活支援体制整備事業について研
究及び関係機関とのネットワークづくりに取り組み、社会資源や福祉
ニーズの可視化を目的に情報誌の刷新とアンケート調査を行った。

●介護保険事業においては、利用者の希望に寄り添いながら、関係
機関と連携し介護サービスの提供を行った。職員の資質向上を
目指すため自主研修会を積極的に実施した。

●障害児者施設の管理・運営にあたって、利用者本位の視点に立っ
て自立に向けたきめ細やかな支援内容、支援体制の向上に職員
一丸となって取り組んだ。

平成２９年度　事業報告平成２９年度　事業報告

平成３０年度　事業計画（重点目標）平成３０年度　事業計画（重点目標）
法人化５０周年事業の開催
市との強固なパートナーシップによる
生活支援体制整備事業推進

第９期福祉委員活動の推進
人材の育成・確保の充実強化
サービス事業における利用者確保と安定した経営

1

2

3

4

5

※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。

①会費収入 1.5％①会費収入 1.5％

②寄付金収入 0.7%②寄付金収入 0.7%

⑤介護保険事業収入 10.4%⑤介護保険事業収入 10.4%

⑦事業収入 3.1％⑦事業収入 3.1％

⑨その他の収入 3.6%⑨その他の収入 3.6% ④その他の支出 5.7%④その他の支出 5.7%

③補助金収入
28.7％

③補助金収入
28.7％

④受託金収入
14.3%

④受託金収入
14.3%

⑥障害福祉サービス等
　事業収入 26.6%
⑥障害福祉サービス等
　事業収入 26.6%

⑧前年度繰越金収入
11.1%

⑧前年度繰越金収入
11.1%

①人件費支出
68％

①人件費支出
68％

②事業費・事務費支出
22.5%

②事業費・事務費支出
22.5%

③助成金支出 3.8%③助成金支出 3.8%

平成３０年度福祉だより編集委員のご紹介平成３０年度福祉だより編集委員のご紹介

楓　　千代子 さん　　白土　久美子 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

五十音順



結婚相談結婚相談

第１・第２・第３日曜日
１０時から１５時まで（受付は１４時３０分まで）

カミーリヤ相談室

介護相談介護相談

毎月第３金曜日
１０時から１５時まで

日 時

筑紫野市役所
※お部屋は社会福祉協議会へお問い合わせください。

場所

日 時

場所

ご相談の予約は必要ありません。
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。

筑紫野市社会福祉協議会／総務担当
　　９２０-８００８（平日９時～１７時）TEL

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。

いただいた寄付金は有効に活用させていただきます。
（平成３０年 ３月２２日～平成３０年 ５月23日　順不同敬称略)

【山口地区】●池田　四郎　（亡母　池田ミホノ）
【筑紫地区】●平山ヨチエ　（亡夫　平山　　誠）
【山家地区】●平山　秀行　（亡父　平山　正士）

香典返し寄付者御芳名

●スーパーD’ステーション筑紫野店
●遺品整理ポルテ
●ちくしの子ども劇場
●匿名　１件

一般寄付者御芳名

●匿名　２件
指定寄付者御芳名

●株式会社ハマテック（ポータブルトイレ）
●筑紫遊技場組合（お菓子）

物品寄付者御芳名

スーパーD’ステーション筑紫野店様

ちくしの子ども劇場様

相談に関するお問い合わせ

赤い羽根共同募金チャリティー赤い羽根共同募金チャリティー

「踊りと歌の発表会」観覧者募集「踊りと歌の発表会」観覧者募集
赤い羽根共同募金チャリティー

「踊りと歌の発表会」観覧者募集
観 覧観 覧

無料無料

　６０組の参加者の方が、踊りや歌の発表を行います。
　当日お預かりした参加費・募金は、平成３０年度赤い羽根共同募金への寄付金として
地域の福祉活動に役立てられます。是非ご観覧下さい。

平成３０年７月３０日（月）９時30分～１６時30分日　　　時

筑紫野市総合保健福祉センター「カミーリヤ」内
筑紫野市老人福祉センター

場　　　所

筑紫野市社会福祉協議会／総務担当　　 920-8008（平日9時～17時）お問い合わせ TEL

　不登校の現状に関する講演やパネリスト
による体験談発表を通して、不登校の子ど
もや若者が直面している不安や生きづらさ
について学んでいきます。子どもが自信を
持って育って行くために私たち（大人）に
できることを考えていきます。
　事前申し込み不要です。たくさんのご参加
をお待ちしています。

不登校講演会を開催します不登校講演会を開催します

平成３０年７月８日（日）１３時３０分～16時日　　　時

筑紫野市総合保健福祉センター「カミーリヤ」
２階視聴覚室

※この講演会は日本郵便株式会社の年賀寄附金配分の助成を受けて実施しています。

場　　　所

教育文化研究所　長阿彌　幹生さん
ちょう　 あ　　 み　　　　　みき　　お

講　　　師

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　　 ９２０-８００８

お問い合わせ
TEL

◀
前
回
開
催
時
の
様
子

参加費

無料

子どもの自己肯定感を高めるためにはテ　ー　マ

88 ちくしの福祉だより153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

サマーボランティアサマーボランティア
スクール2018スクール2018

7月26日（木）10時～12時30分
レクリエーション＆学習（カミーリヤ）

筑紫野市社会福祉協議会ボランティアセンター　　 092-926-1940（平日9時～17時）TEL

8月  9日（木）10時～17時
子ども一日民生委員児童委員体験
（筑紫野市内）

申込・問い合わせ先

第2回

8月20日（月）～21日（火）
ワークキャンプ（１泊２日） 学習のまとめ、
野外炊飯 他（国立夜須高原青少年自然の家）

第3回

平成２９年度サマーボ
ランティアスクールよ

り

参加者募集！
参加者募集！

プログラムプログラム

第１回

テーマテーマ

地域のチカラ！！地域のチカラ！！地域のチカラ！！
募集要項募集要項

定員25名募集人数

市内在住の小学４年生～中学３年生
（全３回を通して参加が可能な方）

募集条件

第３回の宿泊に伴う実費負担（2,500円程度）参 加 費

平成30年７月９日（月）～
※土・日・祝日は受付できません。
※先着順。定員になり次第締切となります。

募集期間

参加希望の方は保護者の方が下記までお電話下さい
※受付時間…平日９時から17時まで。
※お子様からのお申込みやお友達分の申込みはできません。

申込方法

もくじ

サマーボランティアスクール参加者募集！P1
「学び」と「体験」
～二日市北小学校福祉体験学習～

P2

子育てサロン・ふれんずひろば開催案内P2
さるびあだよりP3
天拝いこいの館だよりP3
平成29年度 福祉会員加入のお礼P4
決算報告・事業計画P7
不登校講演会 開催案内P8
「踊りと歌の発表会」観覧者募集P8
ご寄付のお礼・各種相談P8

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
の配分金で編集されています。

（　　　　　　　　）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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