
88 ちくしの福祉だより161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

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。
（令和2年3月5日～令和2年6月10日　順不同敬称略)

●筑紫野市商工会観月会バザー実行委員会
一般寄付者御芳名

【二日市地区】●江崎　多嘉子（亡母　花田博子）　●匿名　１名
香典返し寄付者御芳名

●匿名　１名指定寄付者御芳名

●㈱ヒライ給食宅配サービス（紙マスク）
●柴谷　光一（タオル）

物品寄付者御芳名

筑紫野市商工会
観月会バザー実行委員会

　筑紫野市社会福祉協議会では
「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
る地域づくりを目指し、地域福祉活
動の推進に取り組んでいます。この
活動は、ご賛同いただいた皆様から
の会費により支えられています。

社協会員ってなぁに？
A

　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。

会員に加入するにはどうしたらいいの？

一般会費（１口）
賛助会費（１口）
特別会費（１口）

2５０円
２,０００円
５,０００円

詳細については下記へお問い合わせください

A

　ご協力いただいた会費の全てが、筑紫野市内の福祉
活動に役立てられます。
　たとえば、高齢者や障がい者、子育て世代などが、地
域の公民館等に集い仲間作りができる場（ふれあいいき
いきサロン）の推進やお一人暮らしの高齢者の見守り活
動などを行っています。
　また、暮らしのサポートセンターでは、判断能力が不
十分なため日常生活に支障がある方を対象とした権利
擁護に関する無料相談・福祉サービス利用援助（日常的
金銭管理）を実施しています。
　皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

社協会費は何につかわれる？
A

　　（０９２）９２０-８００８筑紫野市社会福祉協議会  総務担当 TEL

※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。

会
　費

お願いいたしますお願いいたします
社協福祉会員制度へのご加入を社協福祉会員制度へのご加入を

Q Q

Q

児童発達支援事業

ちくしの
スマイルキッズ
ちくしの

スマイルキッズ
　ちくしのスマイルキッズは、就学前の発達が気になる
児童を対象とした親子通園の児童発達支援事業所で
す。保育士と作業療法士が、お子様に合ったプログラム
を考え、遊びを通して楽しく集団生活を学んでいます。

ちくしのスマイルキッズ（さるびあ学園内）　　 　　（０９２）９２６-７８００TEL FAX・問い合わせ先

筑紫野市社会福祉協議会  地域福祉担当（ボランティアセンター）　　（０９２）９２6-1940TEL問い合わせ先

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。

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

相談に関するお問い合わせ

ご自宅に音の出なくなったおもちゃ、動かなくなったおもちゃはありませんか？
おもちゃの「ドクター」がこわれたおもちゃの診察・修理を行います。
ぜひお持ちください。

●おもちゃ１点につき１００円を初診料としていただいています。　
（イオンモール筑紫野はイオンカードの提示で初診料無料）
　また、修理にあたって部品が必要な場合は実費負担をお願いします。
●当日に修理が難しい場合は入院（お預かり）させていただきます。
●ＩＣ、こわれた部品の入手が難しい場合、修理の際に不具合や故障
を引き起こす可能性のある場合はお返しすることがあります。

奇数月 最終金曜日
午前１０時３０分～
※先着２０個、1人１個まで

イオンモール
筑紫野

トイザらス前

毎月 第１土曜日
午後１時～３時３０分
※申込不要

カミーリヤ２階
介護研修室

●就学前の発達が気になる児童（２歳～）
●通所給付費の支給決定を受けた児童
●親子通園

対　象

●お集まり（お名前呼び等）
●リズム遊び（様々な曲に合わせて体を動かしています）
●主活動

●帰りの会（絵本読み聞かせ）

児童福祉法に基づき、厚生労働大臣の定める
基準により算定された利用者負担額
※詳細につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。

料　金

1日10名定　員

活動
内容
活動
内容 （　　　　　 　　　　　　）運動遊び、製作、感触遊び、季節行事等、

その日によって活動が変わります

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の影響により、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。非常事態宣言
の解除を受け、感染症の予防に配慮しつつ通常の事業実施に向けて準備を進めています。最新の情報は、各記事の問い合わ
せ先にご確認下さい。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２年６月１０日時点の情報をもとに編集しております。

こわれたおもちゃ修理します！こわれたおもちゃ修理します！こわれたおもちゃ修理します！
ボランティアグループ

おもちゃ病院
ちくしの

ボランティアグループ

おもちゃ病院
ちくしの
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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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令和元年度  福祉会員加入のお礼令和元年度  福祉会員加入のお礼
　令和元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。令和元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た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。）

令和元年度会員名簿（順不同敬称略）

 天拝坂
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 62名 62口
区計 　 　 22,500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   2名   2口
萩尾健児　匿名1名
賛助会員   9名   9口
萩尾土郎　藤田瞳
熊谷ハマ子　鬼木幸秀
萩尾ミキ夫　匿名４名
一般会員 23名 56口
区計 　 　 42,000円

 塔原
賛助会員 14名 14口
齊田義秋　匿名13名
一般会員 53名 88口
区計 　 　 50,000円

 六反
賛助会員   6名   6口
鬼木良子　大野郁治
塩塚洋子　村山千恵子
匿名２名
一般会員 80名　　100口
区計 　 　 37,000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　　164名　　185口
区計 　 　 53,250円

 入舟
特別会員   1名   1口
匿名１名
区計 　　　5,000円

 宮田町
特別会員   1名   1口
楓千代子
一般会員　　156名　　221口
区計 　 　 60,250円

 京町
賛助会員   1名   1口
山﨑泰晴
一般会員　　176名　　197口
区計 　 　 51,250円

 曙町
特別会員   2名   2口
三浦健治　三室戸公晃
賛助会員   6名   6口
田中鉄弥　原竹万寿枝
戸上寳　國武政義　匿名２名
一般会員　　225名　　229口
区計 　 　 79,250円

 松ヶ浦
賛助会員   3名   3口
右田幸子　城戸チエ子
中野二郎
一般会員 40名 40口
区計 　 　 16,000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 　 　 10,166円

 昭和
賛助会員   1名   1口
谷道夫
一般会員 12名 23口
区計 　　　7,750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　　172名　　188口
区計 　 　 47,000円

 大門
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員　　145名　　155口
区計 　 　 40,750円 

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   8名   8口
山田一郎　寺﨑恵子　川野靖子
近藤義則　南清利　飯田正実
匿名２名
一般会員 58名　　119口
区計 　 　 50,750円

 湯町
賛助会員   7名   7口
匿名7名
一般会員　　456名　　456口
区計 　　128,000円

 武蔵
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　215名　　245口
区計 　 63,250円

［二日市コミュニティ］

 上古賀
賛助会員   4名   4口
永尾照子　萩尾紘一
匿名２名
一般会員 77名 92口
区計 　 31,000円

 紫
賛助会員 2名 2口
跡部聖子　匿名1名
一般会員 32名 77口
区計 　　23,250円

 天神
賛助会員 5名 5口
森下正美　杉東明　匿名３名
一般会員 24名 49口
区計 　　22,250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 30名 30口
区計 　　19,500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　竹田文康 
一般会員　　192名　　201口
区計 　　58,250円

 紫ヶ丘
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　213名　　242口
区計 　　64,500円

 東町
一般会員　　280名　　280口
区計 　　70,000円

 針摺東
賛助会員 1名 1口
鳥飼アキミ
一般会員　　706名　　706口
区計 　 178,500円

 石崎
一般会員　　360名　　360口
区計 　　90,000円

 若葉団地
賛助会員 2名 2口
匿名2名
一般会員　　303名　　314口
区計 　　82,500円

 中原団地
賛助会員 2名 3口
篠原司　匿名1名
一般会員　　286名　　288口
区計 　 78,000円

 針摺
賛助会員 3名 3口
𠮷丸勝良　匿名２名
一般会員　　525名　　525口
区計 　 137,250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　　656名　　656口
区計 　 164,000円

 平等寺
一般会員 47名 47口
区計 　 11,750円

 山口
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 49名 77口
区計 　 26,250円

 萩原
賛助会員 1名 1口
匿名1名
一般会員 4名 7口
区計 　 　 3,750円

 古賀
賛助会員 5名 5口
帆足忠勝　坂田京子
渡邉正　匿名２名
一般会員　　108名　　202口
区計 　 60,500円

 立明寺
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 66名　　123口
区計 　 32,750円

 天山
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 99名　　106口
区計 　 28,500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 51名 88口
区計 　 30,000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 25名 43口
区計 　 12,750円

 原
賛助会員 4名 4口
小嶋政行　匿名３名
一般会員 24名 51口
区計 　 20,750円

 西吉木
賛助会員 1名 1口
鬼木岩圡
一般会員 68名 69口
区計 　 19,250円

 東吉木
特別会員 1名 1口
匿名1名
賛助会員 2名 2口
的野洋祐　匿名１名
区計 　 　 9,000円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　 10,750円

 上阿志岐西
一般会員 79名　　109口
区計 　 27,250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 72名　　108口
区計 　　29,000円

 宮の森
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　270名　　276口
区計 　　71,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員 5名 5口
伊藤清　匿名４名
一般会員 21名 41口
区計 　　20,250円

 みかさ台
賛助会員 1名 1口
匿名1名
一般会員 1名 1口
区計 　 　 2,250円

 山家一区
一般会員 15名 30口
区計 　 　 7,500円

 山家二区
一般会員 20名 20口
区計 　 　 5,000円

 山家三区
一般会員 4名 4口
区計 　 　 1,000円

 山家中央区
賛助会員 2名 2口
匿名2名
一般会員 47名 66口
区計 　 20,500円

 山家六区
一般会員　　123名　　123口
区計 　 30,750円

 山家七区
一般会員　　100名　　118口
区計 　 29,500円

 山家八区
一般会員 47名 47口
区計 　 11,750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］

 山家九区
賛助会員 2名 2口
水城国枝　前田通憲
一般会員 55名 85口
区計 　　25,250円

 城山区
一般会員 51名 51口
区計 　　12,750円

 筑紫
賛助会員 7名 7口
田中鉄彌　中村勇美子
大石正信　匿名4名
一般会員　　258名　　365口
区計 　 105,250円

 若江
一般会員　　232名　　232口
区計 　　58,000円

 下見一
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　242名　　280口
区計 　　72,000円

 美咲
特別会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 86名 92口
区計 　　28,000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 38名 42口
区計 　　15,500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
綾部健二　藤井紀之
賛助会員 2名 2口
岡部忠光　古賀栄市
一般会員　　163名　　194口
区計 　　62,500円

 桜台
特別会員 1名 1口
岡部征紘
一般会員　　252名　　429口
区計 　 112,250円

 筑紫駅前通
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 91名　　147口
区計 　　 38,750円

 原田
賛助会員 3名 3口
井上進　匿名２名
一般会員　　223名　　287口
区計 　　 77,750円

 隈
一般会員 69名 69口
区計 　　17,250円

 西小田
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　126名　　133口
区計 　　 35,250円

 馬市区
一般会員 53名 53口
区計 　　 13,250円

 光が丘
一般会員　　401名　　404口
区計 　 101,000円

 美しが丘北
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　429名　　430口
区計 　 109,500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
賛助会員 1名 1口
園木　崇嗣
計 　　 12,000円

会員名簿会員名簿



22 ちくしの福祉だより161号 33ちくしの福祉だより161号

令和元年度  福祉会員加入のお礼令和元年度  福祉会員加入のお礼
　令和元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。令和元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た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。）

令和元年度会員名簿（順不同敬称略）

 天拝坂
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 62名 62口
区計 　 　 22,500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   2名   2口
萩尾健児　匿名1名
賛助会員   9名   9口
萩尾土郎　藤田瞳
熊谷ハマ子　鬼木幸秀
萩尾ミキ夫　匿名４名
一般会員 23名 56口
区計 　 　 42,000円

 塔原
賛助会員 14名 14口
齊田義秋　匿名13名
一般会員 53名 88口
区計 　 　 50,000円

 六反
賛助会員   6名   6口
鬼木良子　大野郁治
塩塚洋子　村山千恵子
匿名２名
一般会員 80名　　100口
区計 　 　 37,000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　　164名　　185口
区計 　 　 53,250円

 入舟
特別会員   1名   1口
匿名１名
区計 　　　5,000円

 宮田町
特別会員   1名   1口
楓千代子
一般会員　　156名　　221口
区計 　 　 60,250円

 京町
賛助会員   1名   1口
山﨑泰晴
一般会員　　176名　　197口
区計 　 　 51,250円

 曙町
特別会員   2名   2口
三浦健治　三室戸公晃
賛助会員   6名   6口
田中鉄弥　原竹万寿枝
戸上寳　國武政義　匿名２名
一般会員　　225名　　229口
区計 　 　 79,250円

 松ヶ浦
賛助会員   3名   3口
右田幸子　城戸チエ子
中野二郎
一般会員 40名 40口
区計 　 　 16,000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 　 　 10,166円

 昭和
賛助会員   1名   1口
谷道夫
一般会員 12名 23口
区計 　　　7,750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　　172名　　188口
区計 　 　 47,000円

 大門
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員　　145名　　155口
区計 　 　 40,750円 

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   8名   8口
山田一郎　寺﨑恵子　川野靖子
近藤義則　南清利　飯田正実
匿名２名
一般会員 58名　　119口
区計 　 　 50,750円

 湯町
賛助会員   7名   7口
匿名7名
一般会員　　456名　　456口
区計 　　128,000円

 武蔵
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　215名　　245口
区計 　 63,250円

［二日市コミュニティ］

 上古賀
賛助会員   4名   4口
永尾照子　萩尾紘一
匿名２名
一般会員 77名 92口
区計 　 31,000円

 紫
賛助会員 2名 2口
跡部聖子　匿名1名
一般会員 32名 77口
区計 　　23,250円

 天神
賛助会員 5名 5口
森下正美　杉東明　匿名３名
一般会員 24名 49口
区計 　　22,250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 30名 30口
区計 　　19,500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　竹田文康 
一般会員　　192名　　201口
区計 　　58,250円

 紫ヶ丘
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　213名　　242口
区計 　　64,500円

 東町
一般会員　　280名　　280口
区計 　　70,000円

 針摺東
賛助会員 1名 1口
鳥飼アキミ
一般会員　　706名　　706口
区計 　 178,500円

 石崎
一般会員　　360名　　360口
区計 　　90,000円

 若葉団地
賛助会員 2名 2口
匿名2名
一般会員　　303名　　314口
区計 　　82,500円

 中原団地
賛助会員 2名 3口
篠原司　匿名1名
一般会員　　286名　　288口
区計 　 78,000円

 針摺
賛助会員 3名 3口
𠮷丸勝良　匿名２名
一般会員　　525名　　525口
区計 　 137,250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　　656名　　656口
区計 　 164,000円

 平等寺
一般会員 47名 47口
区計 　 11,750円

 山口
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 49名 77口
区計 　 26,250円

 萩原
賛助会員 1名 1口
匿名1名
一般会員 4名 7口
区計 　 　 3,750円

 古賀
賛助会員 5名 5口
帆足忠勝　坂田京子
渡邉正　匿名２名
一般会員　　108名　　202口
区計 　 60,500円

 立明寺
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 66名　　123口
区計 　 32,750円

 天山
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 99名　　106口
区計 　 28,500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 51名 88口
区計 　 30,000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 25名 43口
区計 　 12,750円

 原
賛助会員 4名 4口
小嶋政行　匿名３名
一般会員 24名 51口
区計 　 20,750円

 西吉木
賛助会員 1名 1口
鬼木岩圡
一般会員 68名 69口
区計 　 19,250円

 東吉木
特別会員 1名 1口
匿名1名
賛助会員 2名 2口
的野洋祐　匿名１名
区計 　 　 9,000円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　 10,750円

 上阿志岐西
一般会員 79名　　109口
区計 　 27,250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 72名　　108口
区計 　　29,000円

 宮の森
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　270名　　276口
区計 　　71,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員 5名 5口
伊藤清　匿名４名
一般会員 21名 41口
区計 　　20,250円

 みかさ台
賛助会員 1名 1口
匿名1名
一般会員 1名 1口
区計 　 　 2,250円

 山家一区
一般会員 15名 30口
区計 　 　 7,500円

 山家二区
一般会員 20名 20口
区計 　 　 5,000円

 山家三区
一般会員 4名 4口
区計 　 　 1,000円

 山家中央区
賛助会員 2名 2口
匿名2名
一般会員 47名 66口
区計 　 20,500円

 山家六区
一般会員　　123名　　123口
区計 　 30,750円

 山家七区
一般会員　　100名　　118口
区計 　 29,500円

 山家八区
一般会員 47名 47口
区計 　 11,750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］

 山家九区
賛助会員 2名 2口
水城国枝　前田通憲
一般会員 55名 85口
区計 　　25,250円

 城山区
一般会員 51名 51口
区計 　　12,750円

 筑紫
賛助会員 7名 7口
田中鉄彌　中村勇美子
大石正信　匿名4名
一般会員　　258名　　365口
区計 　 105,250円

 若江
一般会員　　232名　　232口
区計 　　58,000円

 下見一
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　242名　　280口
区計 　　72,000円

 美咲
特別会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 86名 92口
区計 　　28,000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 38名 42口
区計 　　15,500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
綾部健二　藤井紀之
賛助会員 2名 2口
岡部忠光　古賀栄市
一般会員　　163名　　194口
区計 　　62,500円

 桜台
特別会員 1名 1口
岡部征紘
一般会員　　252名　　429口
区計 　 112,250円

 筑紫駅前通
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 91名　　147口
区計 　　 38,750円

 原田
賛助会員 3名 3口
井上進　匿名２名
一般会員　　223名　　287口
区計 　　 77,750円

 隈
一般会員 69名 69口
区計 　　17,250円

 西小田
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　126名　　133口
区計 　　 35,250円

 馬市区
一般会員 53名 53口
区計 　　 13,250円

 光が丘
一般会員　　401名　　404口
区計 　 101,000円

 美しが丘北
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　429名　　430口
区計 　 109,500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
賛助会員 1名 1口
園木　崇嗣
計 　　 12,000円

会員名簿会員名簿
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　福祉だよりは、社会福祉協議会の職員と上記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）発行されています。
　編集委員会では、委員の皆様の幅広い知識や福祉活動の経験を生かしたアイディアを頂きながら意見
交換を行い、市民の皆様に親しまれる誌面づくりを目指しています。

 天拝坂
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 62名 62口
区計 　 　 22,500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   2名   2口
萩尾健児　匿名1名
賛助会員   9名   9口
萩尾土郎　藤田瞳
熊谷ハマ子　鬼木幸秀
萩尾ミキ夫　匿名４名
一般会員 23名 56口
区計 　 　 42,000円

 塔原
賛助会員 14名 14口
齊田義秋　匿名13名
一般会員 53名 88口
区計 　 　 50,000円

 六反
賛助会員   6名   6口
鬼木良子　大野郁治
塩塚洋子　村山千恵子
匿名２名
一般会員 80名　　100口
区計 　 　 37,000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　　164名　　185口
区計 　 　 53,250円

 入舟
特別会員   1名   1口
匿名１名
区計 　　　5,000円

 宮田町
特別会員   1名   1口
楓千代子
一般会員　　156名　　221口
区計 　 　 60,250円

 京町
賛助会員   1名   1口
山﨑泰晴
一般会員　　176名　　197口
区計 　 　 51,250円

 曙町
特別会員   2名   2口
三浦健治　三室戸公晃
賛助会員   6名   6口
田中鉄弥　原竹万寿枝
戸上寳　國武政義　匿名２名
一般会員　　225名　　229口
区計 　 　 79,250円

 松ヶ浦
賛助会員   3名   3口
右田幸子　城戸チエ子
中野二郎
一般会員 40名 40口
区計 　 　 16,000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 　 　 10,166円

 昭和
賛助会員   1名   1口
谷道夫
一般会員 12名 23口
区計 　　　7,750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　　172名　　188口
区計 　 　 47,000円

 大門
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員　　145名　　155口
区計 　 　 40,750円 

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   8名   8口
山田一郎　寺﨑恵子　川野靖子
近藤義則　南清利　飯田正実
匿名２名
一般会員 58名　　119口
区計 　 　 50,750円

 湯町
賛助会員   7名   7口
匿名7名
一般会員　　456名　　456口
区計 　　128,000円

 武蔵
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　215名　　245口
区計 　 63,250円

 上古賀
賛助会員   4名   4口
永尾照子　萩尾紘一
匿名２名
一般会員 77名 92口
区計 　 31,000円

 紫
賛助会員 2名 2口
跡部聖子　匿名1名
一般会員 32名 77口
区計 　　23,250円

 天神
賛助会員 5名 5口
森下正美　杉東明　匿名３名
一般会員 24名 49口
区計 　　22,250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 30名 30口
区計 　　19,500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　竹田文康 
一般会員　　192名　　201口
区計 　　58,250円

 紫ヶ丘
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　213名　　242口
区計 　　64,500円

 東町
一般会員　　280名　　280口
区計 　　70,000円

 針摺東
賛助会員 1名 1口
鳥飼アキミ
一般会員　　706名　　706口
区計 　 178,500円

 石崎
一般会員　　360名　　360口
区計 　　90,000円

 若葉団地
賛助会員 2名 2口
匿名2名
一般会員　　303名　　314口
区計 　　82,500円

 中原団地
賛助会員 2名 3口
篠原司　匿名1名
一般会員　　286名　　288口
区計 　 78,000円

 針摺
賛助会員 3名 3口
𠮷丸勝良　匿名２名
一般会員　　525名　　525口
区計 　 137,250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　　656名　　656口
区計 　 164,000円

 平等寺
一般会員 47名 47口
区計 　 11,750円

 山口
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 49名 77口
区計 　 26,250円

 萩原
賛助会員 1名 1口
匿名1名
一般会員 4名 7口
区計 　 　 3,750円

 古賀
賛助会員 5名 5口
帆足忠勝　坂田京子
渡邉正　匿名２名
一般会員　　108名　　202口
区計 　 60,500円

 立明寺
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 66名　　123口
区計 　 32,750円

 天山
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 99名　　106口
区計 　 28,500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 51名 88口
区計 　 30,000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 25名 43口
区計 　 12,750円

 原
賛助会員 4名 4口
小嶋政行　匿名３名
一般会員 24名 51口
区計 　 20,750円

 西吉木
賛助会員 1名 1口
鬼木岩圡
一般会員 68名 69口
区計 　 19,250円

 東吉木
特別会員 1名 1口
匿名1名
賛助会員 2名 2口
的野洋祐　匿名１名
区計 　 　 9,000円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　 10,750円

 上阿志岐西
一般会員 79名　　109口
区計 　 27,250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 72名　　108口
区計 　　29,000円

 宮の森
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　270名　　276口
区計 　　71,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員 5名 5口
伊藤清　匿名４名
一般会員 21名 41口
区計 　　20,250円

 みかさ台
賛助会員 1名 1口
匿名1名
一般会員 1名 1口
区計 　 　 2,250円

 山家一区
一般会員 15名 30口
区計 　 　 7,500円

 山家二区
一般会員 20名 20口
区計 　 　 5,000円

 山家三区
一般会員 4名 4口
区計 　 　 1,000円

 山家中央区
賛助会員 2名 2口
匿名2名
一般会員 47名 66口
区計 　 20,500円

 山家六区
一般会員　　123名　　123口
区計 　 30,750円

 山家七区
一般会員　　100名　　118口
区計 　 29,500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
水城国枝　前田通憲
一般会員 55名 85口
区計 　　25,250円

 城山区
一般会員 51名 51口
区計 　　12,750円

 筑紫
賛助会員 7名 7口
田中鉄彌　中村勇美子
大石正信　匿名4名
一般会員　　258名　　365口
区計 　 105,250円

 若江
一般会員　　232名　　232口
区計 　　58,000円

 下見一
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　242名　　280口
区計 　　72,000円

 美咲
特別会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 86名 92口
区計 　　28,000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 38名 42口
区計 　　15,500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
綾部健二　藤井紀之
賛助会員 2名 2口
岡部忠光　古賀栄市
一般会員　　163名　　194口
区計 　　62,500円

 桜台
特別会員 1名 1口
岡部征紘
一般会員　　252名　　429口
区計 　 112,250円

 筑紫駅前通
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 91名　　147口
区計 　　 38,750円

 原田
賛助会員 3名 3口
井上進　匿名２名
一般会員　　223名　　287口
区計 　　 77,750円

 隈
一般会員 69名 69口
区計 　　17,250円

 西小田
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　126名　　133口
区計 　　 35,250円

 馬市区
一般会員 53名 53口
区計 　　 13,250円

 光が丘
一般会員　　401名　　404口
区計 　 101,000円

 美しが丘北
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　429名　　430口
区計 　 109,500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
賛助会員 1名 1口
園木　崇嗣
計 　　 12,000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
さるびあ学園親の会
筑紫野市身体障害者福祉協会
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
ヨシタケＴＳ㈱
移送サービスご利用者
総合補償サービス加入団体
福祉バスご利用団体
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
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
バナー広告掲載事業所
福祉機器・行事用機器ご利用者
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　　1,285,000円

令和元年度会費実績令和元年度会費実績
特別会員
賛助会員
一般会員
合　　計

935,000円
696,000円

3,420,666円
5,051,666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 340,493,271円  －  支出総額 307,907,485円  ＝  収支差額 ３２,５８５,７８６円

●６月の役員任期満了に伴い、理事・監事の選任並びに会長・副会長の選出を行い、新たな体制でのスタートを切った。

●地域包括ケアシステム構築においては、当協議会がこれまでも推進してきた高齢者の生きがいづくり、仲間づくりの場である「ふれ
あいいきいきサロン事業」に民生委員児童委員、福祉委員、福祉ボランティア団体の協力を得ながら推進強化を行った。

●生活支援体制整備事業では、筑紫野市関係各課との協働により、コミュニティ単位や関係機関団体に対しての学習会を開催し、
市民への啓発活動を積極的に行った。さらに、筑紫南コミュニティをモデル地区に指定し、コミュニティ活動や自治会活動、様々な
社会資源などを集約した「地域版社会資源情報誌」を作成した。

●新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和２年３月より老人福祉センターを休館とし、３月に計画していた第１０期福祉委員委嘱式
を中止せざるを得ない状況となり、さらには高齢者・障がい者・児童へのサービス提供にも大きな支障が生じている。

地域包括ケアシステムづくりに向けた生活支援体制
整備事業の継続と強化
民生委員・児童委員及び福祉委員活動の充実と連携

1

2

働き方改革関連法にともなう職場環境の整備
キャリアアップに対応した研修体制の構築
質の高いサービス提供に向けた経営の安定化

3
4
5

令和2年度福祉だより編集委員のご紹介令和2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

令和元年度決算報告令和元年度決算報告

令和2年度 事業計画（重点目標）令和2年度 事業計画（重点目標）

令和元年度 事業報告令和元年度 事業報告

収入総額 340,493,271円収入総額 340,493,271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
積立預金取崩額・受取利息配当金 他

5,051,666
2,587,300

100,826,757

47,908,268

37,264,225

88,683,940

14,032,819

37,422,531
6,715,765

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 0.8%②寄付金収入 0.8%

⑤介護保険事業収入 10.9%⑤介護保険事業収入 10.9%

⑦事業収入 4.1％⑦事業収入 4.1％

⑨その他の収入 2.0%⑨その他の収入 2.0%

③補助金収入
29.6％

③補助金収入
29.6％

④受託金収入
14.1%

④受託金収入
14.1%

⑥障害福祉サービス等
　事業収入 26.0%
⑥障害福祉サービス等
　事業収入 26.0%

⑧前年度繰越金収入
11.0%

⑧前年度繰越金収入
11.0%

支出総額 307,907,485円支出総額 307,907,485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

219,872,684
67,017,476
11,999,607

9,017,718

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

④その他の支出 2.9%④その他の支出 2.9%

①人件費支出
71.4％

①人件費支出
71.4％

②事業費・事務費支出
21.8%

②事業費・事務費支出
21.8%

③助成金支出 3.9%③助成金支出 3.9%



44 ちくしの福祉だより161号 55ちくしの福祉だより161号

　福祉だよりは、社会福祉協議会の職員と上記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）発行されています。
　編集委員会では、委員の皆様の幅広い知識や福祉活動の経験を生かしたアイディアを頂きながら意見
交換を行い、市民の皆様に親しまれる誌面づくりを目指しています。

 天拝坂
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 62名 62口
区計 　 　 22,500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   2名   2口
萩尾健児　匿名1名
賛助会員   9名   9口
萩尾土郎　藤田瞳
熊谷ハマ子　鬼木幸秀
萩尾ミキ夫　匿名４名
一般会員 23名 56口
区計 　 　 42,000円

 塔原
賛助会員 14名 14口
齊田義秋　匿名13名
一般会員 53名 88口
区計 　 　 50,000円

 六反
賛助会員   6名   6口
鬼木良子　大野郁治
塩塚洋子　村山千恵子
匿名２名
一般会員 80名　　100口
区計 　 　 37,000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　　164名　　185口
区計 　 　 53,250円

 入舟
特別会員   1名   1口
匿名１名
区計 　　　5,000円

 宮田町
特別会員   1名   1口
楓千代子
一般会員　　156名　　221口
区計 　 　 60,250円

 京町
賛助会員   1名   1口
山﨑泰晴
一般会員　　176名　　197口
区計 　 　 51,250円

 曙町
特別会員   2名   2口
三浦健治　三室戸公晃
賛助会員   6名   6口
田中鉄弥　原竹万寿枝
戸上寳　國武政義　匿名２名
一般会員　　225名　　229口
区計 　 　 79,250円

 松ヶ浦
賛助会員   3名   3口
右田幸子　城戸チエ子
中野二郎
一般会員 40名 40口
区計 　 　 16,000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 　 　 10,166円

 昭和
賛助会員   1名   1口
谷道夫
一般会員 12名 23口
区計 　　　7,750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　　172名　　188口
区計 　 　 47,000円

 大門
賛助会員   1名   1口
匿名1名
一般会員　　145名　　155口
区計 　 　 40,750円 

 鳥居
特別会員   1名   1口
匿名１名
賛助会員   8名   8口
山田一郎　寺﨑恵子　川野靖子
近藤義則　南清利　飯田正実
匿名２名
一般会員 58名　　119口
区計 　 　 50,750円

 湯町
賛助会員   7名   7口
匿名7名
一般会員　　456名　　456口
区計 　　128,000円

 武蔵
賛助会員   1名   1口
匿名１名
一般会員　　215名　　245口
区計 　 63,250円

 上古賀
賛助会員   4名   4口
永尾照子　萩尾紘一
匿名２名
一般会員 77名 92口
区計 　 31,000円

 紫
賛助会員 2名 2口
跡部聖子　匿名1名
一般会員 32名 77口
区計 　　23,250円

 天神
賛助会員 5名 5口
森下正美　杉東明　匿名３名
一般会員 24名 49口
区計 　　22,250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 30名 30口
区計 　　19,500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　竹田文康 
一般会員　　192名　　201口
区計 　　58,250円

 紫ヶ丘
賛助会員 2名 2口
匿名２名
一般会員　　213名　　242口
区計 　　64,500円

 東町
一般会員　　280名　　280口
区計 　　70,000円

 針摺東
賛助会員 1名 1口
鳥飼アキミ
一般会員　　706名　　706口
区計 　 178,500円

 石崎
一般会員　　360名　　360口
区計 　　90,000円

 若葉団地
賛助会員 2名 2口
匿名2名
一般会員　　303名　　314口
区計 　　82,500円

 中原団地
賛助会員 2名 3口
篠原司　匿名1名
一般会員　　286名　　288口
区計 　 78,000円

 針摺
賛助会員 3名 3口
𠮷丸勝良　匿名２名
一般会員　　525名　　525口
区計 　 137,250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　　656名　　656口
区計 　 164,000円

 平等寺
一般会員 47名 47口
区計 　 11,750円

 山口
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 49名 77口
区計 　 26,250円

 萩原
賛助会員 1名 1口
匿名1名
一般会員 4名 7口
区計 　 　 3,750円

 古賀
賛助会員 5名 5口
帆足忠勝　坂田京子
渡邉正　匿名２名
一般会員　　108名　　202口
区計 　 60,500円

 立明寺
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 66名　　123口
区計 　 32,750円

 天山
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 99名　　106口
区計 　 28,500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 51名 88口
区計 　 30,000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 25名 43口
区計 　 12,750円

 原
賛助会員 4名 4口
小嶋政行　匿名３名
一般会員 24名 51口
区計 　 20,750円

 西吉木
賛助会員 1名 1口
鬼木岩圡
一般会員 68名 69口
区計 　 19,250円

 東吉木
特別会員 1名 1口
匿名1名
賛助会員 2名 2口
的野洋祐　匿名１名
区計 　 　 9,000円

 上阿志岐東
一般会員 43名 43口
区計 　 10,750円

 上阿志岐西
一般会員 79名　　109口
区計 　 27,250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 72名　　108口
区計 　　29,000円

 宮の森
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　270名　　276口
区計 　　71,000円

 ゴルフ場団地
賛助会員 5名 5口
伊藤清　匿名４名
一般会員 21名 41口
区計 　　20,250円

 みかさ台
賛助会員 1名 1口
匿名1名
一般会員 1名 1口
区計 　 　 2,250円

 山家一区
一般会員 15名 30口
区計 　 　 7,500円

 山家二区
一般会員 20名 20口
区計 　 　 5,000円

 山家三区
一般会員 4名 4口
区計 　 　 1,000円

 山家中央区
賛助会員 2名 2口
匿名2名
一般会員 47名 66口
区計 　 20,500円

 山家六区
一般会員　　123名　　123口
区計 　 30,750円

 山家七区
一般会員　　100名　　118口
区計 　 29,500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
水城国枝　前田通憲
一般会員 55名 85口
区計 　　25,250円

 城山区
一般会員 51名 51口
区計 　　12,750円

 筑紫
賛助会員 7名 7口
田中鉄彌　中村勇美子
大石正信　匿名4名
一般会員　　258名　　365口
区計 　 105,250円

 若江
一般会員　　232名　　232口
区計 　　58,000円

 下見一
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　242名　　280口
区計 　　72,000円

 美咲
特別会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 86名 92口
区計 　　28,000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 38名 42口
区計 　　15,500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
綾部健二　藤井紀之
賛助会員 2名 2口
岡部忠光　古賀栄市
一般会員　　163名　　194口
区計 　　62,500円

 桜台
特別会員 1名 1口
岡部征紘
一般会員　　252名　　429口
区計 　 112,250円

 筑紫駅前通
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員 91名　　147口
区計 　　 38,750円

 原田
賛助会員 3名 3口
井上進　匿名２名
一般会員　　223名　　287口
区計 　　 77,750円

 隈
一般会員 69名 69口
区計 　　17,250円

 西小田
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　126名　　133口
区計 　　 35,250円

 馬市区
一般会員 53名 53口
区計 　　 13,250円

 光が丘
一般会員　　401名　　404口
区計 　 101,000円

 美しが丘北
賛助会員 1名 1口
匿名１名
一般会員　　429名　　430口
区計 　 109,500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
賛助会員 1名 1口
園木　崇嗣
計 　　 12,000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
さるびあ学園親の会
筑紫野市身体障害者福祉協会
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
ヨシタケＴＳ㈱
移送サービスご利用者
総合補償サービス加入団体
福祉バスご利用団体
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
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
バナー広告掲載事業所
福祉機器・行事用機器ご利用者
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　　1,285,000円

令和元年度会費実績令和元年度会費実績
特別会員
賛助会員
一般会員
合　　計

935,000円
696,000円

3,420,666円
5,051,666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 340,493,271円  －  支出総額 307,907,485円  ＝  収支差額 ３２,５８５,７８６円

●６月の役員任期満了に伴い、理事・監事の選任並びに会長・副会長の選出を行い、新たな体制でのスタートを切った。

●地域包括ケアシステム構築においては、当協議会がこれまでも推進してきた高齢者の生きがいづくり、仲間づくりの場である「ふれ
あいいきいきサロン事業」に民生委員児童委員、福祉委員、福祉ボランティア団体の協力を得ながら推進強化を行った。

●生活支援体制整備事業では、筑紫野市関係各課との協働により、コミュニティ単位や関係機関団体に対しての学習会を開催し、
市民への啓発活動を積極的に行った。さらに、筑紫南コミュニティをモデル地区に指定し、コミュニティ活動や自治会活動、様々な
社会資源などを集約した「地域版社会資源情報誌」を作成した。

●新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和２年３月より老人福祉センターを休館とし、３月に計画していた第１０期福祉委員委嘱式
を中止せざるを得ない状況となり、さらには高齢者・障がい者・児童へのサービス提供にも大きな支障が生じている。

地域包括ケアシステムづくりに向けた生活支援体制
整備事業の継続と強化
民生委員・児童委員及び福祉委員活動の充実と連携

1

2

働き方改革関連法にともなう職場環境の整備
キャリアアップに対応した研修体制の構築
質の高いサービス提供に向けた経営の安定化

3
4
5

令和2年度福祉だより編集委員のご紹介令和2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

令和元年度決算報告令和元年度決算報告

令和2年度 事業計画（重点目標）令和2年度 事業計画（重点目標）

令和元年度 事業報告令和元年度 事業報告

収入総額 340,493,271円収入総額 340,493,271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
積立預金取崩額・受取利息配当金 他

5,051,666
2,587,300

100,826,757

47,908,268

37,264,225

88,683,940

14,032,819

37,422,531
6,715,765

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 0.8%②寄付金収入 0.8%

⑤介護保険事業収入 10.9%⑤介護保険事業収入 10.9%

⑦事業収入 4.1％⑦事業収入 4.1％

⑨その他の収入 2.0%⑨その他の収入 2.0%

③補助金収入
29.6％

③補助金収入
29.6％

④受託金収入
14.1%

④受託金収入
14.1%

⑥障害福祉サービス等
　事業収入 26.0%
⑥障害福祉サービス等
　事業収入 26.0%

⑧前年度繰越金収入
11.0%

⑧前年度繰越金収入
11.0%

支出総額 307,907,485円支出総額 307,907,485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

219,872,684
67,017,476
11,999,607

9,017,718

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①
②
③

④

④その他の支出 2.9%④その他の支出 2.9%

①人件費支出
71.4％

①人件費支出
71.4％

②事業費・事務費支出
21.8%

②事業費・事務費支出
21.8%

③助成金支出 3.9%③助成金支出 3.9%



地域支えあい通信 Vol.5地域支えあい通信 Vol.5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

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

支援自動販売機を設置して頂きました！支援自動販売機を設置して頂きました！支援自動販売機を設置して頂きました！
地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）
が発掘した、市内各地の取組を紹介します。

　山家にある西福寺の本堂では、時折掛け声や
笑い声が響いています。
　「地域の皆さんにいつまでも健康でいてほし
い」という住職の思いと運動サポーターであり民
生委員・児童委員であるSさんの思いがつなが
り、ストレッチの場が実現しました。
　身体ほぐしと一緒に住職の法話による心ほぐ
しも行っていますので、一度のぞいてみられませ
んか。

　地域のチカラ、防災の意識を高めてみませんか？
　筑紫野市内の学校や自治会、企業・職場などを対象に、福祉やボランティアに関する理解を深めていただくため、
社会福祉協議会の職員が伺います。

健康寿命を伸ばすためには、日々の運動
が大切ですが、継続することは難しいも
のです。お互いの顔を見て、声を掛けなが
ら一緒に活動できる場がいろいろなとこ
ろで増えていくといいなと思います。

運動 IN 西福寺運動 IN 西福寺
さい　 ふく  　 じさい　 ふく  　 じ

２ヶ月に１回
不定期

開催日

西福寺（山家)
どなたでも
参加できます

参加者

場　所

すてき種発掘発掘
だ ね

地域
支え合い
推進員
より

 ご好評いただいておりますボランティアスクールは、例年夏に開催しておりますが
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催延期とさせていただきます。
２０２１年３月実施の予定ですので、詳細が決まり次第広報誌等でご案内いたします。

サマーボランティア
スクール

延期について

サマーボランティア
スクール

延期について

▲住職の法話

高齢者疑似体験セット▶

ストレッチを
している様子

福福祉祉のの出出前前講講座座を行っています！

疑似体験装具を装着し、加齢に
よる身体的な変化（筋力、視力、
聴力などの低下）を体験するこ
とで、高齢者の気持ち、コミュニ
ケーションの取り方などを学び
ます。

日時や内容については相談に応じますので、気軽にお問い合わせください。
また「高齢者疑似体験セット」や「ＨＵＧ～避難所運営ゲーム～」の貸し出しも行っています！

筑紫野自動
車学校様

ボランティア活動保険のご案内ボランティア活動保険のご案内
　ボランティア活動をこれから始める予定の方で、活動中の事故等がご心配な方はボランティア活動
保険への加入をご検討ください。
　ボランティア活動保険は、日本国内における無償のボランティア活動中の様々な事故に対応する
補償制度です。１人につき下記のいずれかのプラン１口にご加入頂けます。

　今年６月に筑紫野市筑紫に開校した筑紫野自動車学校様の校舎内に、
赤い羽根共同募金支援の自動販売機を２台設置頂きました。自動販売機の
売り上げの一部を赤い羽根共同募金として、ご寄付いただく仕組みです。
筑紫野市内の福祉活動はこうした企業様のご支援により支えられています。
ご協力に心より感謝申し上げます。

　自動販売機の設置を今後予定されている市内事業所様は、是非赤い羽根共同募金自動販売機の設置の
ご検討をお願いいたします。飲料メーカー等、ご希望に合った自動販売機の設置をご提案致します。

基本プラン

350円 500円
天災・地震補償プラン加入プラン

保険料

加入手続き完了日翌日～令和３年３月３１日 午後１２時まで補 償 期 間

①グループの会則に則り企画・立案された活動であること
　（グループが当会に登録されていることが必要です）
②当会に届け出た活動であること

該当する活動

ボランティアの入れ替えや加入プランの変更はできません。
年度途中で加入される場合も上記の保険料となります。
なお途中脱退による保険料の返金はありません。

注　　　意

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

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

車いす体験車いす体験
正しい車いすの機能や
使い方、介助方法の体
験をし、バリアフリーの
必要性や介助する側・さ
れる側の関わりについ
て学びます。

ＨＵＧ～避難所運営ゲーム～ＨＵＧ～避難所運営ゲーム～
ハ　　グハ　　グ

災害時の避難所を想定
し、避難者の年齢や性
別、それぞれが抱える
事情が記載されたカー
ドを使い、避難所で起こ
る様々な出来事にどの
ように対応するかをゲーム感覚で体験できます。

ボランティア入門講座ボランティア入門講座
ボランティアについて、初め
て学ぶ方を対象とした入門
講座です。活動内容や必要
な知識、心構えを学び活動
への第１歩を踏み出してみ
ませんか？

高齢者疑似体験高齢者疑似体験目安時間
45分

目安時間
60分

目安時間
60分

目安時間
60分

上記の他、市内１６箇所に赤い羽根共同募金支援自動販売機を設置しています。

安東ハザマ工業㈱

アンピール筑紫野Ⅱ

カミーリヤ

上原田公園

京町公民館

クリーンヒル宝満

JA筑紫東部グリーンセンター

JA筑紫二日市東出張所

JA筑紫本店

JA筑紫やすらぎ会館二日市斎場

JA筑紫ゆめ畑筑紫店

筑紫コミュニティセンター

筑紫野市総合公園

福岡ライフエナジー㈱筑紫野SS

二日市東コミュニティセンター

保育所慈生園

赤い羽根が目印です！
ご協力を

お願いします。

66 ちくしの福祉だより161号 77ちくしの福祉だより161号
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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

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

支援自動販売機を設置して頂きました！支援自動販売機を設置して頂きました！支援自動販売機を設置して頂きました！
地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）
が発掘した、市内各地の取組を紹介します。

　山家にある西福寺の本堂では、時折掛け声や
笑い声が響いています。
　「地域の皆さんにいつまでも健康でいてほし
い」という住職の思いと運動サポーターであり民
生委員・児童委員であるSさんの思いがつなが
り、ストレッチの場が実現しました。
　身体ほぐしと一緒に住職の法話による心ほぐ
しも行っていますので、一度のぞいてみられませ
んか。

　地域のチカラ、防災の意識を高めてみませんか？
　筑紫野市内の学校や自治会、企業・職場などを対象に、福祉やボランティアに関する理解を深めていただくため、
社会福祉協議会の職員が伺います。

健康寿命を伸ばすためには、日々の運動
が大切ですが、継続することは難しいも
のです。お互いの顔を見て、声を掛けなが
ら一緒に活動できる場がいろいろなとこ
ろで増えていくといいなと思います。

運動 IN 西福寺運動 IN 西福寺
さい　 ふく  　 じさい　 ふく  　 じ

２ヶ月に１回
不定期

開催日

西福寺（山家)
どなたでも
参加できます

参加者

場　所

すてき種発掘発掘
だ ね

地域
支え合い
推進員
より

 ご好評いただいておりますボランティアスクールは、例年夏に開催しておりますが
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催延期とさせていただきます。
２０２１年３月実施の予定ですので、詳細が決まり次第広報誌等でご案内いたします。

サマーボランティア
スクール

延期について

サマーボランティア
スクール

延期について

▲住職の法話

高齢者疑似体験セット▶

ストレッチを
している様子

福福祉祉のの出出前前講講座座を行っています！

疑似体験装具を装着し、加齢に
よる身体的な変化（筋力、視力、
聴力などの低下）を体験するこ
とで、高齢者の気持ち、コミュニ
ケーションの取り方などを学び
ます。

日時や内容については相談に応じますので、気軽にお問い合わせください。
また「高齢者疑似体験セット」や「ＨＵＧ～避難所運営ゲーム～」の貸し出しも行っています！

筑紫野自動
車学校様

ボランティア活動保険のご案内ボランティア活動保険のご案内
　ボランティア活動をこれから始める予定の方で、活動中の事故等がご心配な方はボランティア活動
保険への加入をご検討ください。
　ボランティア活動保険は、日本国内における無償のボランティア活動中の様々な事故に対応する
補償制度です。１人につき下記のいずれかのプラン１口にご加入頂けます。

　今年６月に筑紫野市筑紫に開校した筑紫野自動車学校様の校舎内に、
赤い羽根共同募金支援の自動販売機を２台設置頂きました。自動販売機の
売り上げの一部を赤い羽根共同募金として、ご寄付いただく仕組みです。
筑紫野市内の福祉活動はこうした企業様のご支援により支えられています。
ご協力に心より感謝申し上げます。

　自動販売機の設置を今後予定されている市内事業所様は、是非赤い羽根共同募金自動販売機の設置の
ご検討をお願いいたします。飲料メーカー等、ご希望に合った自動販売機の設置をご提案致します。

基本プラン

350円 500円
天災・地震補償プラン加入プラン

保険料

加入手続き完了日翌日～令和３年３月３１日 午後１２時まで補 償 期 間

①グループの会則に則り企画・立案された活動であること
　（グループが当会に登録されていることが必要です）
②当会に届け出た活動であること

該当する活動

ボランティアの入れ替えや加入プランの変更はできません。
年度途中で加入される場合も上記の保険料となります。
なお途中脱退による保険料の返金はありません。

注　　　意

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

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

車いす体験車いす体験
正しい車いすの機能や
使い方、介助方法の体
験をし、バリアフリーの
必要性や介助する側・さ
れる側の関わりについ
て学びます。

ＨＵＧ～避難所運営ゲーム～ＨＵＧ～避難所運営ゲーム～
ハ　　グハ　　グ

災害時の避難所を想定
し、避難者の年齢や性
別、それぞれが抱える
事情が記載されたカー
ドを使い、避難所で起こ
る様々な出来事にどの
ように対応するかをゲーム感覚で体験できます。

ボランティア入門講座ボランティア入門講座
ボランティアについて、初め
て学ぶ方を対象とした入門
講座です。活動内容や必要
な知識、心構えを学び活動
への第１歩を踏み出してみ
ませんか？

高齢者疑似体験高齢者疑似体験目安時間
45分

目安時間
60分

目安時間
60分

目安時間
60分

上記の他、市内１６箇所に赤い羽根共同募金支援自動販売機を設置しています。

安東ハザマ工業㈱

アンピール筑紫野Ⅱ

カミーリヤ

上原田公園

京町公民館

クリーンヒル宝満

JA筑紫東部グリーンセンター

JA筑紫二日市東出張所

JA筑紫本店

JA筑紫やすらぎ会館二日市斎場

JA筑紫ゆめ畑筑紫店

筑紫コミュニティセンター

筑紫野市総合公園

福岡ライフエナジー㈱筑紫野SS

二日市東コミュニティセンター

保育所慈生園

赤い羽根が目印です！
ご協力を

お願いします。
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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

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

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。
（令和2年3月5日～令和2年6月10日　順不同敬称略)

●筑紫野市商工会観月会バザー実行委員会
一般寄付者御芳名

【二日市地区】●江崎　多嘉子（亡母　花田博子）　●匿名　１名
香典返し寄付者御芳名

●匿名　１名指定寄付者御芳名

●㈱ヒライ給食宅配サービス（紙マスク）
●柴谷　光一（タオル）

物品寄付者御芳名

筑紫野市商工会
観月会バザー実行委員会

　筑紫野市社会福祉協議会では
「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
る地域づくりを目指し、地域福祉活
動の推進に取り組んでいます。この
活動は、ご賛同いただいた皆様から
の会費により支えられています。

社協会員ってなぁに？
A

　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。

会員に加入するにはどうしたらいいの？

一般会費（１口）
賛助会費（１口）
特別会費（１口）

2５０円
２,０００円
５,０００円

詳細については下記へお問い合わせください

A

　ご協力いただいた会費の全てが、筑紫野市内の福祉
活動に役立てられます。
　たとえば、高齢者や障がい者、子育て世代などが、地
域の公民館等に集い仲間作りができる場（ふれあいいき
いきサロン）の推進やお一人暮らしの高齢者の見守り活
動などを行っています。
　また、暮らしのサポートセンターでは、判断能力が不
十分なため日常生活に支障がある方を対象とした権利
擁護に関する無料相談・福祉サービス利用援助（日常的
金銭管理）を実施しています。
　皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

社協会費は何につかわれる？
A

　　（０９２）９２０-８００８筑紫野市社会福祉協議会  総務担当 TEL

※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。

会
　費

お願いいたしますお願いいたします
社協福祉会員制度へのご加入を社協福祉会員制度へのご加入を

Q Q

Q

児童発達支援事業

ちくしの
スマイルキッズ
ちくしの

スマイルキッズ
　ちくしのスマイルキッズは、就学前の発達が気になる
児童を対象とした親子通園の児童発達支援事業所で
す。保育士と作業療法士が、お子様に合ったプログラム
を考え、遊びを通して楽しく集団生活を学んでいます。

ちくしのスマイルキッズ（さるびあ学園内）　　 　　（０９２）９２６-７８００TEL FAX・問い合わせ先

筑紫野市社会福祉協議会  地域福祉担当（ボランティアセンター）　　（０９２）９２6-1940TEL問い合わせ先

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。

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

相談に関するお問い合わせ

ご自宅に音の出なくなったおもちゃ、動かなくなったおもちゃはありませんか？
おもちゃの「ドクター」がこわれたおもちゃの診察・修理を行います。
ぜひお持ちください。

●おもちゃ１点につき１００円を初診料としていただいています。　
（イオンモール筑紫野はイオンカードの提示で初診料無料）
　また、修理にあたって部品が必要な場合は実費負担をお願いします。
●当日に修理が難しい場合は入院（お預かり）させていただきます。
●ＩＣ、こわれた部品の入手が難しい場合、修理の際に不具合や故障
を引き起こす可能性のある場合はお返しすることがあります。

奇数月 最終金曜日
午前１０時３０分～
※先着２０個、1人１個まで

イオンモール
筑紫野

トイザらス前

毎月 第１土曜日
午後１時～３時３０分
※申込不要

カミーリヤ２階
介護研修室

●就学前の発達が気になる児童（２歳～）
●通所給付費の支給決定を受けた児童
●親子通園

対　象

●お集まり（お名前呼び等）
●リズム遊び（様々な曲に合わせて体を動かしています）
●主活動

●帰りの会（絵本読み聞かせ）

児童福祉法に基づき、厚生労働大臣の定める
基準により算定された利用者負担額
※詳細につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。

料　金

1日10名定　員

活動
内容
活動
内容 （　　　　　 　　　　　　）運動遊び、製作、感触遊び、季節行事等、

その日によって活動が変わります

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の影響により、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。非常事態宣言
の解除を受け、感染症の予防に配慮しつつ通常の事業実施に向けて準備を進めています。最新の情報は、各記事の問い合わ
せ先にご確認下さい。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２年６月１０日時点の情報をもとに編集しております。

こわれたおもちゃ修理します！こわれたおもちゃ修理します！こわれたおもちゃ修理します！
ボランティアグループ

おもちゃ病院
ちくしの

ボランティアグループ

おもちゃ病院
ちくしの
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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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