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赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

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

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
3階 会議室302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３1年 ３月２９日～令和元年 6月 5日　順不同敬称略)

【筑紫南地区】
●山﨑  昌子（亡夫  山﨑  築士）

香典返し寄付者御芳名
●匿名　１名
指定寄付者御芳名

●スーパーＤ‘ステーション筑紫野店
●ちくしの子ども劇場

一般寄付者御芳名
●筑紫遊技場組合（お菓子）
●匿名　２名

物品寄付者御芳名

相談に関するお問い合わせ

赤い羽根共同募金
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観覧者
募集
観覧者
募集歌謡・舞踊チャリティー大会歌謡・舞踊チャリティー大会歌謡・舞踊チャリティー大会

8０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・募金はすべて、令和元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。観覧は無料ですので、
是非ご来場ください。

未就園児を対象とした子どもたちの遊
びの場、保護者同士の交流の場です。
毎回たくさんの方にご来場いただい
ています。
会場に子どもたちが喜ぶおもちゃをた
くさんご用意してお待ちしております！

筑紫野市社会福祉協議会  総務担当 　　920-8008問い合わせ先 TEL

７月29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」１階  老人福祉センター

会　　　場

託児スペースもあります

7月26日（金）10時～16時
レクリエーション＆学習

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

8月  2日（金）10時～16時
施設見学＆車いすバスケット体験

申込・問い合わせ先

8月16日（金）～17日（土）
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）

平成30年度サマーボランティアス
クールより

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）

対　　象

第３回の宿泊に伴う実費負担（2,500円程度）参 加 費

７月1日（月）9：00～
※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

20202020
スポーツがスポーツが
熱熱くなる!!くなる!!
スポーツが
熱熱くなる!!
プログラムプログラム 募集要項募集要項

テーマテーマ

第１回

第2回

第3回

2020

～障がい者スポーツを学ぼう～

参加者
募集！

参加者
募集！ふれんずひろばふれんずひろば開催します！！開催します！！

筑紫野市総合保健福祉センター
「カミーリヤ」１階  多目的ホール

会　　　場

ちくしの子育ち応援団はっぴぃ、
おもちゃ図書館赤ずきん

協 力 団 体

筑紫野市社会福祉協議会
地域福祉担当　　920-8008

問い合わせ先

7月５日（金）１０時３０分～１4時日　　　時

参加費

無料

おもちゃが
いっぱいあるよ♪

スーパーＤ‘ステーション筑紫野店 ちくしの子ども劇場

TEL

もくじ

サマーボランティアスクール参加者募集！P1
地域包括ケアシステムについてP2
さるびあ学園だよりP2
夏休み点字教室 参加者募集P3
個人登録ボランティア 登録のご案内P3
不登校講演会 開催案内P3
平成30年度 福祉会員加入のお礼P4
決算報告・事業計画P7
歌謡・舞踊チャリティー大会 観覧者募集P8
子育てサロン・ふれんずひろば開催案内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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地域支えあい通信地域支えあい通信コラム

令和元年度 第１回不登校講演会令和元年度 第１回不登校講演会
コミュニケーションで子どもが変わるコミュニケーションで子どもが変わる
～子どもが明るく元気になるコミュニケーションとは～～子どもが明るく元気になるコミュニケーションとは～

テーマ

　日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しており、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５
年以降は、医療・介護の需要がさらに増加することが見込まれています。
　このような状況の中、誰もが住み慣れた自宅や地域で自分らしく暮らしていくための仕組みが「地域
包括ケアシステム」です。システム構築に向けては、「住まい」を中心とし、必要に応じた「医療」
や「介護」、「介護予防」への取り組み、地域での見守りや支え合いといった「生活支援」、これら
が連携した一体的なサービスの提供が必要となります。
　地域の皆さんが、様々な形で支えあう、「最後まで住み続けたいまち、筑紫野」を目指して
います。

　今号より、地域包括ケアシステムの構築に向けて、市内での様々な取り組みや事例など、市民の皆様へ
の情報発信を目的とした「地域支えあい通信」を随時掲載していきます。
　今回は「地域包括ケアシステム」についてご紹介します。

ケケアアシシスス地地域域包包括括 テテ って…?ムム

通院・入院医療医療

住まい住まい
在宅医療サービス提供

連携

通所・入所

介護サービ
ス

提供

 地域の
支え合い、見

守り
社会参加、生きがいづくり

病気に
なったら…

生活支援生活支援

安心して
暮らすために…

介護介護

介護が必要に
なったら…

介護予防介護予防

いつまでも元気で
暮らすために…

参加者募集

夏休み点字教室夏休み点字教室
点字の書き方

   点字でハガキを作成します。  
点字の書き方

   点字でハガキを作成します。  

7月３１日（水）
１０時～１２時30分

日　　時

筑紫南コミュニティセンター会　　場

2０名募集人数

筑紫野市点字教室講　　師

7月1日（月）9：00～
※先着順。定員になり次第締切となります。

募集期間

電話もしくは窓口まで申込方法
筑紫野市社会福祉協議会
　　９２０-８００８
（受付時間／平日９時～17時）

申込・問い合わせ先

参加費参加費

無料無料

TEL

　５月９日（木）に、ストロベリーフィールズ筑紫野いちご農園にて、今年も
つくしライオンズクラブ様よりいちご狩りにご招待いただきました。
　当日の朝は小雨の降る天気でしたが、開始時間が近づくにつれて天候
も回復し、清々しい天候の中でのいちご狩りとなりました。きれいに実っ
たいちごを摘んで食べたり、皆さん思い思いに楽しんでいました。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。

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！

筑紫野市さるびあ学園　　 　　９２６-７８００TEL FAX・

　基調講演や体験談発表を通して不登校の正しい知識や対応を学び、日々の
子どもとの関わりの中で、何気なく交わしているコミュニケーションを見直して
いきます。また、子どもとより良い関わりができるよう皆さんで考え、すべての
子どもと向き合う際に大切なコミュニケーション方法を紹介します。

７月２７日（土）
１３時３０分～１６時

日　　　時

行き渋りや不登校の
子どもに悩む保護者祖父母、
地域での支援関係者、関心のある方

対　　　象

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

会　　　場

筑紫野市社会福祉協議会 
暮らしのサポートセンター
　　９２０-８００８（受付時間／平日９時～17時）

問い合わせ先

TEL

講　　　師

（　　　　　　　　）
長阿彌  幹生氏
ちょう　 あ　　 み　　　　　みき　　お

申込
不要

ごみ袋 ごみ袋

ごみ袋

さるびあ学園
だより

さるびあ学園
だより

生活介護事業

地域包括ケアシステムの姿地域包括ケアシステムの姿

教育文化研究所 代表
筑紫野不登校ネット代表

市内在住の小学３年生～中学３年生
（親子での参加可）

対　　象

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

ボランティアに興味のある方
個人登録ボランティアに登録してみませんか？

事業所での車イス介助
福祉団体のイベントのお手伝い
etc…

内　　容

※活動にあたり登録カードの記入及び
　ボランティア活動保険に加入
　（350円～）をお願いしています

社会福祉協議会窓口まで申込方法

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

申込・問い合わせ先

TEL

個人登録
ボランティア
個人登録
ボランティア

登録者募集

参加費

無料
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44 ちくしの福祉だより157号 55ちくしの福祉だより157号

平成30年度  福祉会員加入のお礼平成30年度  福祉会員加入のお礼
　平成３０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３０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
ので、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
わせておりますことを、ご了承ください。）

平成３０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 44名 49口
区計 　 　 14,250円

 都府楼団地
一般会員 21名 21口
区計 　　　5,250円

 杉塚
特別会員   2名   3口
萩尾健児　萩尾土郎
賛助会員   7名   7口
谷村和夫　萩尾ミキ夫
匿名５名
一般会員 27名 60口
区計 　 　 44,000円

 塔原
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員 12名 12口
渡辺千代子　斉田義秋
匿名10名
一般会員 63名　　153口
区計 　 　 67,250円

 六反
賛助会員   7名   7口
塩塚賢一　村山千恵子
寺尾ルミ子　鬼木良子
匿名３名
一般会員 70名 91口
区計 　 　 36,750円

 本町
特別会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　174名　　208口
区計 　 　 57,000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
一般会員　　156名　　223口
区計 　 　 55,750円

 京町
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員　　199名　　233口
区計 　 　 62,250円

 曙町
特別会員   2名   2口
原竹岩海　三室戸公晃
賛助会員   3名   3口
國武政義　田中鉄弥
三浦健治
一般会員　　249名　　265口
区計 　 　 82,250円

 松ヶ浦
賛助会員   2名   2口
ココスタ筑紫野　匿名１名
一般会員 24名 24口
区計 　 　 10,000円

 中央
一般会員　　120名　　120口
区計 　 　 30,000円

 栄町
一般会員 41名 41口
区計 　 　 10,160円

 昭和
賛助会員   2名   3口
筑紫創生堂 木村喬
一般会員 14名 31口
区計 　 　 13,750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　　135名　　187口
区計 　 　 46,750円

 大門
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　　143名　　154口
区計 　 　 45,500円 

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員 10名 10口
近藤義則　飯田正実　川野靖子
匿名7名
一般会員 66名　　146口
区計 　 　 61,500円

 湯町
一般会員　　711名　　711口
区計 　　177,550円

 武蔵
賛助会員   2名   2口
冨岡莞爾　匿名１名
一般会員　　218名　　253口
区計 　 67,250円

 上古賀
特別会員   1名   1口
入江とき子
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員 80名 99口
区計 　 33,750円

［二日市コミュニティ］

 紫
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員 32名 63口
区計 　　19,750円

 天神
賛助会員 5名 5口
帆足正吉　森下正美
山内正博　杉東明　今田
一般会員 27名 44口
区計 　　21,000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
深堀俊由紀　行徳隆敏　八尋牧子
一般会員 29名 29口
区計 　　23,250円

 東新町
賛助会員 4名 4口
白石研次郎　白石善範
山内善智　中園弘文 
一般会員　　198名　　206口
区計 　　59,500円

 紫ヶ丘
特別会員 1名 1口
志鶴大
賛助会員  3名 3口
奥田敏夫　匿名２名
一般会員　　249名　　249口
区計 　　73,250円

 東町
一般会員　　280名　　280口
区計 　　70,000円

 針摺東
特別会員 1名 1口
匿名１名
賛助会員 1名 1口
鳥飼アキミ
一般会員　　641名　　641口
区計 　 167,250円

 石崎
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　356名　　356口
区計 　　92,775円

 若葉団地
特別会員 1名 1口
七色の音
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　305名　　319口
区計 　　86,750円

 中原団地
賛助会員 3名 3口
田中春勝　中野将嘉
匿名1名
一般会員　　261名　　262口
区計 　 71,500円

 針摺
賛助会員 4名 4口
吉丸勝良　匿名3名
一般会員　　373名　　621口
区計 　 163,230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　　165名　　165口
区計 　 41,250円

 むさしヶ丘
一般会員　　683名　　683口
区計 　 170,750円

 平等寺
一般会員 42名 43口
区計 　 10,750円

 山口
特別会員 1名 1口
小林俊児
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 59名　　102口
区計 　 32,500円

 萩原
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員 18名 25口
区計 　 10,250円

 古賀
特別会員 1名 1口
渡邉正
賛助会員 3名 3口
帆足忠勝　匿名２名
一般会員 81名　　162口
区計 　 51,500円

 立明寺
一般会員　　108名　　200口
区計 　 50,000円

 天山
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　124名　　124口
区計 　 33,000円

 牛島
賛助会員 3名 3口
大串正信　外山陽一郎
匿名１名
一般会員 51名 89口
区計 　 28,250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
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 24名 40口
区計 　 12,000円

 原
特別会員 1名 1口
匿名１名
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 32名 50口
区計 　 23,500円

 西吉木
賛助会員 1名 1口
鬼木岩圡
一般会員 75名 77口
区計 　 21,250円

 東吉木
賛助会員 3名 3口
内田武志　匿名２名
一般会員 2名 3口
区計 　 　 6,750円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　 10,750円

 上阿志岐西
一般会員 72名 82口
区計 　 20,500円

 中阿志岐
一般会員 53名 53口
区計 　 13,250円

 下阿志岐
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 85名　　138口
区計 　　36,500円

 宮の森
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　221名　　243口
区計 　　62,750円

 ゴルフ場団地
賛助会員 5名 5口
柴田継雄　藤﨑学
常岡大輔　匿名2名
一般会員 19名 48口
区計 　　22,000円

 みかさ台
賛助会員 3名 3口
匿名3名
一般会員 3名 4口
区計 　 　 7,000円

 山家一
一般会員 35名 35口
区計 　 　 8,750円

 山家二
一般会員 24名 24口
区計 　 　 6,000円

 山家三
一般会員 8名 8口
区計 　 　 2,000円

 山家中央
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 59名 78口
区計 　 21,500円

 山家六
一般会員　　123名　　123口
区計 　 30,750円

 山家八
一般会員 49名 49口
区計 　 12,250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 3名 3口
匿名３名
一般会員 75名　　103口
区計 　　31,750円

 城山
一般会員 60名 64口
区計 　　16,000円

 筑紫
賛助会員 3名 3口
田中鉄彌　中村勇美子
匿名１名
一般会員　　273名　　362口
区計 　　96,500円

 若江
一般会員　　211名　　211口
区計 　　52,750円

 下見一
特別会員 1名 1口
橋本真澄
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　237名　　272口
区計 　　77,000円

 美咲
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 88名　　114口
区計 　　30,500円

 岡田
一般会員　　408名　　408口
区計 　 102,000円

 諸田
特別会員 1名 2口
岡部隆充
一般会員 36名 36口
区計 　　19,000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
藤井紀之　綾部健二
賛助会員 1名 1口
岡部忠光
一般会員　　211名　　245口
区計 　　73,250円

 桜台
特別会員 1名 1口
岡部征紘
賛助会員 1名 1口
松田良徳
一般会員　　243名　　438口
区計 　 116,500円

 筑紫駅前通
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 95名　　166口
区計 　　 47,500円

 原田
一般会員　　249名　　332口
区計 　　 83,000円

 隈
一般会員 67名 67口
区計 　　16,750円

 西小田
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　150名　　150口
区計 　　 39,500円

 馬市
一般会員 53名 53口
区計 　　13,250円

 光が丘
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　413名　　419口
区計 　 106,750円

 美しが丘北
賛助会員 1名 1口
山内幸雄
一般会員　　439名　　439口
区計 　 111,750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 １名 ２口
木村　孝
計 　　 10,000円

会員名簿会員名簿
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平成30年度  福祉会員加入のお礼平成30年度  福祉会員加入のお礼
　平成３０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３０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
ので、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
わせておりますことを、ご了承ください。）

平成３０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 44名 49口
区計 　 　 14,250円

 都府楼団地
一般会員 21名 21口
区計 　　　5,250円

 杉塚
特別会員   2名   3口
萩尾健児　萩尾土郎
賛助会員   7名   7口
谷村和夫　萩尾ミキ夫
匿名５名
一般会員 27名 60口
区計 　 　 44,000円

 塔原
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員 12名 12口
渡辺千代子　斉田義秋
匿名10名
一般会員 63名　　153口
区計 　 　 67,250円

 六反
賛助会員   7名   7口
塩塚賢一　村山千恵子
寺尾ルミ子　鬼木良子
匿名３名
一般会員 70名 91口
区計 　 　 36,750円

 本町
特別会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　174名　　208口
区計 　 　 57,000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
一般会員　　156名　　223口
区計 　 　 55,750円

 京町
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員　　199名　　233口
区計 　 　 62,250円

 曙町
特別会員   2名   2口
原竹岩海　三室戸公晃
賛助会員   3名   3口
國武政義　田中鉄弥
三浦健治
一般会員　　249名　　265口
区計 　 　 82,250円

 松ヶ浦
賛助会員   2名   2口
ココスタ筑紫野　匿名１名
一般会員 24名 24口
区計 　 　 10,000円

 中央
一般会員　　120名　　120口
区計 　 　 30,000円

 栄町
一般会員 41名 41口
区計 　 　 10,160円

 昭和
賛助会員   2名   3口
筑紫創生堂 木村喬
一般会員 14名 31口
区計 　 　 13,750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　　135名　　187口
区計 　 　 46,750円

 大門
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　　143名　　154口
区計 　 　 45,500円 

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員 10名 10口
近藤義則　飯田正実　川野靖子
匿名7名
一般会員 66名　　146口
区計 　 　 61,500円

 湯町
一般会員　　711名　　711口
区計 　　177,550円

 武蔵
賛助会員   2名   2口
冨岡莞爾　匿名１名
一般会員　　218名　　253口
区計 　 67,250円

 上古賀
特別会員   1名   1口
入江とき子
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員 80名 99口
区計 　 33,750円

［二日市コミュニティ］

 紫
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員 32名 63口
区計 　　19,750円

 天神
賛助会員 5名 5口
帆足正吉　森下正美
山内正博　杉東明　今田
一般会員 27名 44口
区計 　　21,000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
深堀俊由紀　行徳隆敏　八尋牧子
一般会員 29名 29口
区計 　　23,250円

 東新町
賛助会員 4名 4口
白石研次郎　白石善範
山内善智　中園弘文 
一般会員　　198名　　206口
区計 　　59,500円

 紫ヶ丘
特別会員 1名 1口
志鶴大
賛助会員  3名 3口
奥田敏夫　匿名２名
一般会員　　249名　　249口
区計 　　73,250円

 東町
一般会員　　280名　　280口
区計 　　70,000円

 針摺東
特別会員 1名 1口
匿名１名
賛助会員 1名 1口
鳥飼アキミ
一般会員　　641名　　641口
区計 　 167,250円

 石崎
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　356名　　356口
区計 　　92,775円

 若葉団地
特別会員 1名 1口
七色の音
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　305名　　319口
区計 　　86,750円

 中原団地
賛助会員 3名 3口
田中春勝　中野将嘉
匿名1名
一般会員　　261名　　262口
区計 　 71,500円

 針摺
賛助会員 4名 4口
吉丸勝良　匿名3名
一般会員　　373名　　621口
区計 　 163,230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　　165名　　165口
区計 　 41,250円

 むさしヶ丘
一般会員　　683名　　683口
区計 　 170,750円

 平等寺
一般会員 42名 43口
区計 　 10,750円

 山口
特別会員 1名 1口
小林俊児
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 59名　　102口
区計 　 32,500円

 萩原
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員 18名 25口
区計 　 10,250円

 古賀
特別会員 1名 1口
渡邉正
賛助会員 3名 3口
帆足忠勝　匿名２名
一般会員 81名　　162口
区計 　 51,500円

 立明寺
一般会員　　108名　　200口
区計 　 50,000円

 天山
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　124名　　124口
区計 　 33,000円

 牛島
賛助会員 3名 3口
大串正信　外山陽一郎
匿名１名
一般会員 51名 89口
区計 　 28,250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
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 24名 40口
区計 　 12,000円

 原
特別会員 1名 1口
匿名１名
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 32名 50口
区計 　 23,500円

 西吉木
賛助会員 1名 1口
鬼木岩圡
一般会員 75名 77口
区計 　 21,250円

 東吉木
賛助会員 3名 3口
内田武志　匿名２名
一般会員 2名 3口
区計 　 　 6,750円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　 10,750円

 上阿志岐西
一般会員 72名 82口
区計 　 20,500円

 中阿志岐
一般会員 53名 53口
区計 　 13,250円

 下阿志岐
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 85名　　138口
区計 　　36,500円

 宮の森
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　221名　　243口
区計 　　62,750円

 ゴルフ場団地
賛助会員 5名 5口
柴田継雄　藤﨑学
常岡大輔　匿名2名
一般会員 19名 48口
区計 　　22,000円

 みかさ台
賛助会員 3名 3口
匿名3名
一般会員 3名 4口
区計 　 　 7,000円

 山家一
一般会員 35名 35口
区計 　 　 8,750円

 山家二
一般会員 24名 24口
区計 　 　 6,000円

 山家三
一般会員 8名 8口
区計 　 　 2,000円

 山家中央
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 59名 78口
区計 　 21,500円

 山家六
一般会員　　123名　　123口
区計 　 30,750円

 山家八
一般会員 49名 49口
区計 　 12,250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 3名 3口
匿名３名
一般会員 75名　　103口
区計 　　31,750円

 城山
一般会員 60名 64口
区計 　　16,000円

 筑紫
賛助会員 3名 3口
田中鉄彌　中村勇美子
匿名１名
一般会員　　273名　　362口
区計 　　96,500円

 若江
一般会員　　211名　　211口
区計 　　52,750円

 下見一
特別会員 1名 1口
橋本真澄
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　237名　　272口
区計 　　77,000円

 美咲
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 88名　　114口
区計 　　30,500円

 岡田
一般会員　　408名　　408口
区計 　 102,000円

 諸田
特別会員 1名 2口
岡部隆充
一般会員 36名 36口
区計 　　19,000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
藤井紀之　綾部健二
賛助会員 1名 1口
岡部忠光
一般会員　　211名　　245口
区計 　　73,250円

 桜台
特別会員 1名 1口
岡部征紘
賛助会員 1名 1口
松田良徳
一般会員　　243名　　438口
区計 　 116,500円

 筑紫駅前通
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 95名　　166口
区計 　　 47,500円

 原田
一般会員　　249名　　332口
区計 　　 83,000円

 隈
一般会員 67名 67口
区計 　　16,750円

 西小田
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　150名　　150口
区計 　　 39,500円

 馬市
一般会員 53名 53口
区計 　　13,250円

 光が丘
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　413名　　419口
区計 　 106,750円

 美しが丘北
賛助会員 1名 1口
山内幸雄
一般会員　　439名　　439口
区計 　 111,750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 １名 ２口
木村　孝
計 　　 10,000円

会員名簿会員名簿
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　上記５名の皆様には、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
いただき、誌面を充実させ、親しみやすい「福祉だより」を目指しています。

 天拝坂
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 44名 49口
区計 　 　 14,250円

 都府楼団地
一般会員 21名 21口
区計 　　　5,250円

 杉塚
特別会員   2名   3口
萩尾健児　萩尾土郎
賛助会員   7名   7口
谷村和夫　萩尾ミキ夫
匿名５名
一般会員 27名 60口
区計 　 　 44,000円

 塔原
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員 12名 12口
渡辺千代子　斉田義秋
匿名10名
一般会員 63名　　153口
区計 　 　 67,250円

 六反
賛助会員   7名   7口
塩塚賢一　村山千恵子
寺尾ルミ子　鬼木良子
匿名３名
一般会員 70名 91口
区計 　 　 36,750円

 本町
特別会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　174名　　208口
区計 　 　 57,000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
一般会員　　156名　　223口
区計 　 　 55,750円

 京町
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員　　199名　　233口
区計 　 　 62,250円

 曙町
特別会員   2名   2口
原竹岩海　三室戸公晃
賛助会員   3名   3口
國武政義　田中鉄弥
三浦健治
一般会員　　249名　　265口
区計 　 　 82,250円

 松ヶ浦
賛助会員   2名   2口
ココスタ筑紫野　匿名１名
一般会員 24名 24口
区計 　 　 10,000円

 中央
一般会員　　120名　　120口
区計 　 　 30,000円

 栄町
一般会員 41名 41口
区計 　 　 10,160円

 昭和
賛助会員   2名   3口
筑紫創生堂 木村喬
一般会員 14名 31口
区計 　 　 13,750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　　135名　　187口
区計 　 　 46,750円

 大門
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　　143名　　154口
区計 　 　 45,500円 

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員 10名 10口
近藤義則　飯田正実　川野靖子
匿名7名
一般会員 66名　　146口
区計 　 　 61,500円

 湯町
一般会員　　711名　　711口
区計 　　177,550円

 武蔵
賛助会員   2名   2口
冨岡莞爾　匿名１名
一般会員　　218名　　253口
区計 　 67,250円

 上古賀
特別会員   1名   1口
入江とき子
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員 80名 99口
区計 　 33,750円

 紫
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員 32名 63口
区計 　　19,750円

 天神
賛助会員 5名 5口
帆足正吉　森下正美
山内正博　杉東明　今田
一般会員 27名 44口
区計 　　21,000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
深堀俊由紀　行徳隆敏　八尋牧子
一般会員 29名 29口
区計 　　23,250円

 東新町
賛助会員 4名 4口
白石研次郎　白石善範
山内善智　中園弘文 
一般会員　　198名　　206口
区計 　　59,500円

 紫ヶ丘
特別会員 1名 1口
志鶴大
賛助会員  3名 3口
奥田敏夫　匿名２名
一般会員　　249名　　249口
区計 　　73,250円

 東町
一般会員　　280名　　280口
区計 　　70,000円

 針摺東
特別会員 1名 1口
匿名１名
賛助会員 1名 1口
鳥飼アキミ
一般会員　　641名　　641口
区計 　 167,250円

 石崎
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　356名　　356口
区計 　　92,775円

 若葉団地
特別会員 1名 1口
七色の音
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　305名　　319口
区計 　　86,750円

 中原団地
賛助会員 3名 3口
田中春勝　中野将嘉
匿名1名
一般会員　　261名　　262口
区計 　 71,500円

 針摺
賛助会員 4名 4口
吉丸勝良　匿名3名
一般会員　　373名　　621口
区計 　 163,230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　　165名　　165口
区計 　 41,250円

 むさしヶ丘
一般会員　　683名　　683口
区計 　 170,750円

 平等寺
一般会員 42名 43口
区計 　 10,750円

 山口
特別会員 1名 1口
小林俊児
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 59名　　102口
区計 　 32,500円

 萩原
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員 18名 25口
区計 　 10,250円

 古賀
特別会員 1名 1口
渡邉正
賛助会員 3名 3口
帆足忠勝　匿名２名
一般会員 81名　　162口
区計 　 51,500円

 立明寺
一般会員　　108名　　200口
区計 　 50,000円

 天山
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　124名　　124口
区計 　 33,000円

 牛島
賛助会員 3名 3口
大串正信　外山陽一郎
匿名１名
一般会員 51名 89口
区計 　 28,250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
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 24名 40口
区計 　 12,000円

 原
特別会員 1名 1口
匿名１名
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 32名 50口
区計 　 23,500円

 西吉木
賛助会員 1名 1口
鬼木岩圡
一般会員 75名 77口
区計 　 21,250円

 東吉木
賛助会員 3名 3口
内田武志　匿名２名
一般会員 2名 3口
区計 　 　 6,750円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　 10,750円

 上阿志岐西
一般会員 72名 82口
区計 　 20,500円

 中阿志岐
一般会員 53名 53口
区計 　 13,250円

 下阿志岐
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 85名　　138口
区計 　　36,500円

 宮の森
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　221名　　243口
区計 　　62,750円

 ゴルフ場団地
賛助会員 5名 5口
柴田継雄　藤﨑学
常岡大輔　匿名2名
一般会員 19名 48口
区計 　　22,000円

 みかさ台
賛助会員 3名 3口
匿名3名
一般会員 3名 4口
区計 　 　 7,000円

 山家一
一般会員 35名 35口
区計 　 　 8,750円

 山家二
一般会員 24名 24口
区計 　 　 6,000円

 山家三
一般会員 8名 8口
区計 　 　 2,000円

 山家中央
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 59名 78口
区計 　 21,500円

 山家六
一般会員　　123名　　123口
区計 　 30,750円

 山家八
一般会員 49名 49口
区計 　 12,250円

 山家九
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 75名　　103口
区計 　　31,750円

 城山
一般会員 60名 64口
区計 　　16,000円

 筑紫
賛助会員 3名 3口
田中鉄彌　中村勇美子
匿名１名
一般会員　　273名　　362口
区計 　　96,500円

 若江
一般会員　　211名　　211口
区計 　　52,750円

 下見一
特別会員 1名 1口
橋本真澄
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　237名　　272口
区計 　　77,000円

 美咲
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 88名　　114口
区計 　　30,500円

 岡田
一般会員　　408名　　408口
区計 　 102,000円

 諸田
特別会員 1名 2口
岡部隆充
一般会員 36名 36口
区計 　　19,000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
藤井紀之　綾部健二
賛助会員 1名 1口
岡部忠光
一般会員　　211名　　245口
区計 　　73,250円

 桜台
特別会員 1名 1口
岡部征紘
賛助会員 1名 1口
松田良徳
一般会員　　243名　　438口
区計 　 116,500円

 筑紫駅前通
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 95名　　166口
区計 　　 47,500円

 原田
一般会員　　249名　　332口
区計 　　 83,000円

 隈
一般会員 67名 67口
区計 　　16,750円

 西小田
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　150名　　150口
区計 　　 39,500円

 馬市
一般会員 53名 53口
区計 　　13,250円

 光が丘
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　413名　　419口
区計 　 106,750円

 美しが丘北
賛助会員 1名 1口
山内幸雄
一般会員　　439名　　439口
区計 　 111,750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 １名 ２口
木村　孝
計 　　 10,000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
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㈱
筑紫野市すまいの相談センター
福祉バスご利用団体
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　　1,306,500円

平成30年度会費実績平成30年度会費実績
特別会員
賛助会員
一般会員
合　　計

975,000円
682,000円

3,587,715円
5,244,715円

会員名簿会員名簿

※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。

収入総額 354,087,856円収入総額 354,087,856円 支出総額 316,665,325円支出総額 316,665,325円

収入総額 354,087,856円  －  支出総額 316,665,325円  ＝  収支差額 ３７，４２２，５３１円

●法人化５０周年記念社会福祉大会を開催し、当会が行ってきた
地域福祉推進の歴史を振り返り、日頃より支えて下さる皆様
へ感謝の意を表するとともに、今後の展望を役職員一同で
確認できる１年となった。

●「ふれあいいきいきサロン事業」や「福祉委員活動事業」の推進
を大きな柱としながら、民生委員児童委員並びに福祉ボラン
ティア団体と協働・連携を図り、小地域福祉活動の推進に取り
組んだ。

●市と協働による地域包括ケアシステム構築に向けた啓発活動
や、介護予防・生活支援の情報を重点的に集約した「社会資源
情報誌」を刷新し、関係機関・団体等に配布を行った。

●サービス事業所においては、利用者の状態変化に応じた適切
なサービスを提供するため、利用者本人とその家族のニーズ
を丁寧に把握し、サービス従事者に対しては、適切な支援技
術・資質向上を図るため研修への積極的な参加や、事業所内
部における自主研修会を開催した。

地域包括ケアシステム構築に向けた
生活支援体制整備事業の推進
民生委員児童委員及び福祉委員活動
の充実と連携強化

1

2

災害時対応マニュアルの作成や
災害ボランティアセンター設置訓練の実施
社会福祉事業・公益事業における経営の安定化
安全で安心なサービスを提供するための支援技術の向上

3

4

5

令和元年度福祉だより編集委員のご紹介令和元年度福祉だより編集委員のご紹介

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

五十音順

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30年度決算報告平成30年度決算報告

平成30年度 事業報告平成30年度 事業報告

令和元年度 事業計画（重点目標）令和元年度 事業計画（重点目標）

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

5,244,715
2,043,228
99,862,734

50,326,486

42,695,812

96,533,708

15,083,299

36,608,308
5,689,566

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

①会費収入 1.5％①会費収入 1.5％

②寄付金収入 0.6%②寄付金収入 0.6%

⑤介護保険事業収入 12.0%⑤介護保険事業収入 12.0%

⑦事業収入 4.3％⑦事業収入 4.3％

⑨その他の収入 1.6%⑨その他の収入 1.6%

③補助金収入
28.2％

③補助金収入
28.2％

④受託金収入
14.2%

④受託金収入
14.2%

⑥障害福祉サービス等
　事業収入 27.3%
⑥障害福祉サービス等
　事業収入 27.3%

⑧前年度繰越金収入
10.3%

⑧前年度繰越金収入
10.3%

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

220,308,268
71,260,075
11,988,750

13,108,232

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

④その他の支出 4.1%④その他の支出 4.1%

①人件費支出
69.6％

①人件費支出
69.6％

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%
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　上記５名の皆様には、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
いただき、誌面を充実させ、親しみやすい「福祉だより」を目指しています。

 天拝坂
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員 44名 49口
区計 　 　 14,250円

 都府楼団地
一般会員 21名 21口
区計 　　　5,250円

 杉塚
特別会員   2名   3口
萩尾健児　萩尾土郎
賛助会員   7名   7口
谷村和夫　萩尾ミキ夫
匿名５名
一般会員 27名 60口
区計 　 　 44,000円

 塔原
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員 12名 12口
渡辺千代子　斉田義秋
匿名10名
一般会員 63名　　153口
区計 　 　 67,250円

 六反
賛助会員   7名   7口
塩塚賢一　村山千恵子
寺尾ルミ子　鬼木良子
匿名３名
一般会員 70名 91口
区計 　 　 36,750円

 本町
特別会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　174名　　208口
区計 　 　 57,000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
一般会員　　156名　　223口
区計 　 　 55,750円

 京町
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員　　199名　　233口
区計 　 　 62,250円

 曙町
特別会員   2名   2口
原竹岩海　三室戸公晃
賛助会員   3名   3口
國武政義　田中鉄弥
三浦健治
一般会員　　249名　　265口
区計 　 　 82,250円

 松ヶ浦
賛助会員   2名   2口
ココスタ筑紫野　匿名１名
一般会員 24名 24口
区計 　 　 10,000円

 中央
一般会員　　120名　　120口
区計 　 　 30,000円

 栄町
一般会員 41名 41口
区計 　 　 10,160円

 昭和
賛助会員   2名   3口
筑紫創生堂 木村喬
一般会員 14名 31口
区計 　 　 13,750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　　135名　　187口
区計 　 　 46,750円

 大門
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　　143名　　154口
区計 　 　 45,500円 

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員 10名 10口
近藤義則　飯田正実　川野靖子
匿名7名
一般会員 66名　　146口
区計 　 　 61,500円

 湯町
一般会員　　711名　　711口
区計 　　177,550円

 武蔵
賛助会員   2名   2口
冨岡莞爾　匿名１名
一般会員　　218名　　253口
区計 　 67,250円

 上古賀
特別会員   1名   1口
入江とき子
賛助会員   2名   2口
匿名２名
一般会員 80名 99口
区計 　 33,750円

 紫
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員 32名 63口
区計 　　19,750円

 天神
賛助会員 5名 5口
帆足正吉　森下正美
山内正博　杉東明　今田
一般会員 27名 44口
区計 　　21,000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
深堀俊由紀　行徳隆敏　八尋牧子
一般会員 29名 29口
区計 　　23,250円

 東新町
賛助会員 4名 4口
白石研次郎　白石善範
山内善智　中園弘文 
一般会員　　198名　　206口
区計 　　59,500円

 紫ヶ丘
特別会員 1名 1口
志鶴大
賛助会員  3名 3口
奥田敏夫　匿名２名
一般会員　　249名　　249口
区計 　　73,250円

 東町
一般会員　　280名　　280口
区計 　　70,000円

 針摺東
特別会員 1名 1口
匿名１名
賛助会員 1名 1口
鳥飼アキミ
一般会員　　641名　　641口
区計 　 167,250円

 石崎
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　356名　　356口
区計 　　92,775円

 若葉団地
特別会員 1名 1口
七色の音
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　305名　　319口
区計 　　86,750円

 中原団地
賛助会員 3名 3口
田中春勝　中野将嘉
匿名1名
一般会員　　261名　　262口
区計 　 71,500円

 針摺
賛助会員 4名 4口
吉丸勝良　匿名3名
一般会員　　373名　　621口
区計 　 163,230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　　165名　　165口
区計 　 41,250円

 むさしヶ丘
一般会員　　683名　　683口
区計 　 170,750円

 平等寺
一般会員 42名 43口
区計 　 10,750円

 山口
特別会員 1名 1口
小林俊児
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 59名　　102口
区計 　 32,500円

 萩原
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員 18名 25口
区計 　 10,250円

 古賀
特別会員 1名 1口
渡邉正
賛助会員 3名 3口
帆足忠勝　匿名２名
一般会員 81名　　162口
区計 　 51,500円

 立明寺
一般会員　　108名　　200口
区計 　 50,000円

 天山
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　124名　　124口
区計 　 33,000円

 牛島
賛助会員 3名 3口
大串正信　外山陽一郎
匿名１名
一般会員 51名 89口
区計 　 28,250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
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 24名 40口
区計 　 12,000円

 原
特別会員 1名 1口
匿名１名
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 32名 50口
区計 　 23,500円

 西吉木
賛助会員 1名 1口
鬼木岩圡
一般会員 75名 77口
区計 　 21,250円

 東吉木
賛助会員 3名 3口
内田武志　匿名２名
一般会員 2名 3口
区計 　 　 6,750円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　 10,750円

 上阿志岐西
一般会員 72名 82口
区計 　 20,500円

 中阿志岐
一般会員 53名 53口
区計 　 13,250円

 下阿志岐
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 85名　　138口
区計 　　36,500円

 宮の森
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　221名　　243口
区計 　　62,750円

 ゴルフ場団地
賛助会員 5名 5口
柴田継雄　藤﨑学
常岡大輔　匿名2名
一般会員 19名 48口
区計 　　22,000円

 みかさ台
賛助会員 3名 3口
匿名3名
一般会員 3名 4口
区計 　 　 7,000円

 山家一
一般会員 35名 35口
区計 　 　 8,750円

 山家二
一般会員 24名 24口
区計 　 　 6,000円

 山家三
一般会員 8名 8口
区計 　 　 2,000円

 山家中央
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 59名 78口
区計 　 21,500円

 山家六
一般会員　　123名　　123口
区計 　 30,750円

 山家八
一般会員 49名 49口
区計 　 12,250円

 山家九
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 75名　　103口
区計 　　31,750円

 城山
一般会員 60名 64口
区計 　　16,000円

 筑紫
賛助会員 3名 3口
田中鉄彌　中村勇美子
匿名１名
一般会員　　273名　　362口
区計 　　96,500円

 若江
一般会員　　211名　　211口
区計 　　52,750円

 下見一
特別会員 1名 1口
橋本真澄
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　237名　　272口
区計 　　77,000円

 美咲
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 88名　　114口
区計 　　30,500円

 岡田
一般会員　　408名　　408口
区計 　 102,000円

 諸田
特別会員 1名 2口
岡部隆充
一般会員 36名 36口
区計 　　19,000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
藤井紀之　綾部健二
賛助会員 1名 1口
岡部忠光
一般会員　　211名　　245口
区計 　　73,250円

 桜台
特別会員 1名 1口
岡部征紘
賛助会員 1名 1口
松田良徳
一般会員　　243名　　438口
区計 　 116,500円

 筑紫駅前通
賛助会員 3名 3口
匿名３名
一般会員 95名　　166口
区計 　　 47,500円

 原田
一般会員　　249名　　332口
区計 　　 83,000円

 隈
一般会員 67名 67口
区計 　　16,750円

 西小田
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　150名　　150口
区計 　　 39,500円

 馬市
一般会員 53名 53口
区計 　　13,250円

 光が丘
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　413名　　419口
区計 　 106,750円

 美しが丘北
賛助会員 1名 1口
山内幸雄
一般会員　　439名　　439口
区計 　 111,750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 １名 ２口
木村　孝
計 　　 10,000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
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㈱
筑紫野市すまいの相談センター
福祉バスご利用団体
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　　1,306,500円

平成30年度会費実績平成30年度会費実績
特別会員
賛助会員
一般会員
合　　計

975,000円
682,000円

3,587,715円
5,244,715円

会員名簿会員名簿

※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。

収入総額 354,087,856円収入総額 354,087,856円 支出総額 316,665,325円支出総額 316,665,325円

収入総額 354,087,856円  －  支出総額 316,665,325円  ＝  収支差額 ３７，４２２，５３１円

●法人化５０周年記念社会福祉大会を開催し、当会が行ってきた
地域福祉推進の歴史を振り返り、日頃より支えて下さる皆様
へ感謝の意を表するとともに、今後の展望を役職員一同で
確認できる１年となった。

●「ふれあいいきいきサロン事業」や「福祉委員活動事業」の推進
を大きな柱としながら、民生委員児童委員並びに福祉ボラン
ティア団体と協働・連携を図り、小地域福祉活動の推進に取り
組んだ。

●市と協働による地域包括ケアシステム構築に向けた啓発活動
や、介護予防・生活支援の情報を重点的に集約した「社会資源
情報誌」を刷新し、関係機関・団体等に配布を行った。

●サービス事業所においては、利用者の状態変化に応じた適切
なサービスを提供するため、利用者本人とその家族のニーズ
を丁寧に把握し、サービス従事者に対しては、適切な支援技
術・資質向上を図るため研修への積極的な参加や、事業所内
部における自主研修会を開催した。

地域包括ケアシステム構築に向けた
生活支援体制整備事業の推進
民生委員児童委員及び福祉委員活動
の充実と連携強化

1

2

災害時対応マニュアルの作成や
災害ボランティアセンター設置訓練の実施
社会福祉事業・公益事業における経営の安定化
安全で安心なサービスを提供するための支援技術の向上

3

4

5

令和元年度福祉だより編集委員のご紹介令和元年度福祉だより編集委員のご紹介

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

五十音順

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30年度決算報告平成30年度決算報告

平成30年度 事業報告平成30年度 事業報告

令和元年度 事業計画（重点目標）令和元年度 事業計画（重点目標）

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

5,244,715
2,043,228
99,862,734

50,326,486

42,695,812

96,533,708

15,083,299

36,608,308
5,689,566

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

①会費収入 1.5％①会費収入 1.5％

②寄付金収入 0.6%②寄付金収入 0.6%

⑤介護保険事業収入 12.0%⑤介護保険事業収入 12.0%

⑦事業収入 4.3％⑦事業収入 4.3％

⑨その他の収入 1.6%⑨その他の収入 1.6%

③補助金収入
28.2％

③補助金収入
28.2％

④受託金収入
14.2%

④受託金収入
14.2%

⑥障害福祉サービス等
　事業収入 27.3%
⑥障害福祉サービス等
　事業収入 27.3%

⑧前年度繰越金収入
10.3%

⑧前年度繰越金収入
10.3%

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

220,308,268
71,260,075
11,988,750

13,108,232

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

④その他の支出 4.1%④その他の支出 4.1%

①人件費支出
69.6％

①人件費支出
69.6％

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%
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赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

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

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
3階 会議室302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３1年 ３月２９日～令和元年 6月 5日　順不同敬称略)

【筑紫南地区】
●山﨑  昌子（亡夫  山﨑  築士）

香典返し寄付者御芳名
●匿名　１名
指定寄付者御芳名

●スーパーＤ‘ステーション筑紫野店
●ちくしの子ども劇場

一般寄付者御芳名
●筑紫遊技場組合（お菓子）
●匿名　２名

物品寄付者御芳名

相談に関するお問い合わせ

赤い羽根共同募金

◀
前
回
開
催
時
の
様
子

観覧者
募集
観覧者
募集歌謡・舞踊チャリティー大会歌謡・舞踊チャリティー大会歌謡・舞踊チャリティー大会

8０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・募金はすべて、令和元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。観覧は無料ですので、
是非ご来場ください。

未就園児を対象とした子どもたちの遊
びの場、保護者同士の交流の場です。
毎回たくさんの方にご来場いただい
ています。
会場に子どもたちが喜ぶおもちゃをた
くさんご用意してお待ちしております！

筑紫野市社会福祉協議会  総務担当 　　920-8008問い合わせ先 TEL

７月29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」１階  老人福祉センター

会　　　場

託児スペースもあります

7月26日（金）10時～16時
レクリエーション＆学習

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

8月  2日（金）10時～16時
施設見学＆車いすバスケット体験

申込・問い合わせ先

8月16日（金）～17日（土）
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）

平成30年度サマーボランティアス
クールより

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）

対　　象

第３回の宿泊に伴う実費負担（2,500円程度）参 加 費

７月1日（月）9：00～
※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

20202020
スポーツがスポーツが
熱熱くなる!!くなる!!
スポーツが
熱熱くなる!!
プログラムプログラム 募集要項募集要項

テーマテーマ

第１回

第2回

第3回

2020

～障がい者スポーツを学ぼう～

参加者
募集！

参加者
募集！ふれんずひろばふれんずひろば開催します！！開催します！！

筑紫野市総合保健福祉センター
「カミーリヤ」１階  多目的ホール

会　　　場

ちくしの子育ち応援団はっぴぃ、
おもちゃ図書館赤ずきん

協 力 団 体

筑紫野市社会福祉協議会
地域福祉担当　　920-8008

問い合わせ先

7月５日（金）１０時３０分～１4時日　　　時

参加費

無料

おもちゃが
いっぱいあるよ♪

スーパーＤ‘ステーション筑紫野店 ちくしの子ども劇場

TEL

もくじ

サマーボランティアスクール参加者募集！P1
地域包括ケアシステムについてP2
さるびあ学園だよりP2
夏休み点字教室 参加者募集P3
個人登録ボランティア 登録のご案内P3
不登校講演会 開催案内P3
平成30年度 福祉会員加入のお礼P4
決算報告・事業計画P7
歌謡・舞踊チャリティー大会 観覧者募集P8
子育てサロン・ふれんずひろば開催案内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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