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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

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6月11日～令和2年９月１日　順不同敬称略)

●花火をあげる会有志 ●匿名 １名
一般寄付者御芳名

【二 日 市 地 区】●久保山和子（亡夫　久保山　武）
【二日市東地区】●金子　賢一（亡父　金子　春美）
【山　口　地　区】●森　喜代子（亡夫　森　　　武）
【山　口　地　区】●西田ユミ子（亡夫　西田　剛典）

香典返し寄付者御芳名

●㈱ジェイアイケイ
指定寄付者御芳名

●筑紫遊技場組合（お菓子）
●㈱エスケイエンジニアリング（高齢者疑似体験セット）

物品寄付者御芳名

介護相談介護相談

　令和２年８月から約１か月間、社会福祉士を目指す大学生５名の実習を受け入れました。
コロナ禍で地域の方々に直接お会いする機会は少なくなりましたが、可能な範囲で
見学等を中心に取り組みました。以下は実習生が印象に残った福祉のかたちです。

　さるびあ学園での実習が印象に残りました。
コロナ禍で行事等ができない中、職員が感染対策
等の工夫を凝らして行った『夏祭り』に参加しまし
た。私たちもさるびあ学園の皆さんに楽しんで頂
けるよう、前日から準備に携わりました。当日は皆
さん喜んでいただき、とてもうれしかったです。
　さまざまな活動を通して、一人ひとりに寄り添っ
た支援が行われていると感じました。

皆様のご協力をよろしくお願いします皆様のご協力をよろしくお願いします

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

赤い羽根共同募金ホームページ  https://www.akaihane.or.jp/赤い羽根共同募金ホームページ  https://www.akaihane.or.jp/

　市民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス
感染症の影響により不安な日々をお過ごしのことと
心よりお見舞い申し上げます。
　令和元年度赤い羽根共同募金は、皆様の善意により
15,150,357円の募金が寄せられました。その
うち今年度１１，９７７，６００円が地域福祉活動の財源と
して筑紫野市に配分されます。

　市内各地で開催されているいきいきサロン等の福祉
活動の推進にも赤い羽根共同募金が役立てられてい
ます。
　今年度は、街頭・イベントでの募金活動が難しい状
況のため、各世帯での戸別募金をはじめ、職場での
法人募金・職域募金等、身近な募金方法でのご協力を
よろしくお願い申し上げます。日本航空株式会社様より支援物資を寄贈いただきました

令和２年７月の豪雨災害に
伴い、日本航空株式会社様
より、ボランティア活動及び
避難所で活用するための毛
布・マスクを寄贈いただきま
した。有難うございました。

当会役員の交代をお知らせいたします。
理　事　任期：令和３年６月まで

阿部　一博

新任者氏名

岡部　幸生

前任者氏名

コミュニティ運営協議会代表

吉武　裕子 楢木　孝一 市代表

推薦区分

わたしたち実習生が見た福祉のかたちわたしたち実習生が見た福祉のかたち

毎月第３金曜日
１０時から１５時まで

日 時

筑紫野市役所
3階　会議室302場 所

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

社会福祉協議会総務課  　　９２０-８００８TEL

相談に関するお問い合わせ

運動期間 １０月１日～１２月３１日 光が丘
いきいきサロン
のみなさん

（令和2年1月開催）

日本航空㈱様

㈱エスケイエンジニアリング様

役員交代のお知らせ役員交代のお知らせ
筑紫野市社会福祉協議会筑紫野市社会福祉協議会

　８月２１日にちくしの不登校支援ネットの定例会
を見学させていただきました。ちくしの不登校支援
ネットは不登校のお子さんの保護者の方と不安や
悩みを共有して、家族がより良い関係を築けるよう
にサポートを行う団体です。無理に子どもを学校に
行かせるのではなく、本人やその家族がどうすれ
ば幸せになれるのかを考える活動をされていると
聞き、このような考え方に深く感銘を受けました。

相談
無料

相手の心に寄り添うことができる立派な社会福祉士をめざして頑張ります！相手の心に寄り添うことができる立派な社会福祉士をめざして頑張ります！
▲本記事作成の様子 ▲発表の練習の様子 ▲不登校支援ネット定例会の様子
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社会福祉法人  筑紫野市社会福祉協議会
〒818-0013  筑紫野市岡田３丁目11-1
　　（092）920-8008
　　（092）920-8033

この広報誌は赤い羽根共同募金
の配分金で作成されています。

（　　　　　　　　）TEL
FAX

発　行

赤い羽根は共同募金運動・配分事業
のシンボルマークです。
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地域支えあい通信 Vol.6地域支えあい通信 Vol.6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／総務課地域福祉担当　　  ９２０-８００８TEL問い合わせ先

私たちのまちの私たちのまちのいきいきサロンいきいきサロン
シリーズその52

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
３月から地域のサロン活動の多くが休会となっています。

今回は７月より様子を見ながら開催されているサロンを２ヶ所ご紹介します。

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。

　永岡自治区は、区内にあるマンション（エバーライフ・リオ筑紫野２）の管理
組合と、『災害時に於ける一時避難施設としての使用に関する協定』を締結
しています。
　過去に浸水した経験を教訓に、「住民が安全
に避難できる体制を整えたい！！」という、当時の
区長や管理組合の方の思いで実現しました。
　2013（平成25）年の締結以降、避難施設と
しての使用はありませんが、災害発生時の避
難場所が複数あり、避難方法等を選択できる
ことが、住民の安心につながっています。

　住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていくためには、公的な支援や
医療だけでなく、住民同士の助け合いが必要です。ここでいう“住民”とは、
住んでいる人だけではなく、その地域に所在してある事業所や企業、施設
等全てのものを指します。

すてき種発掘発掘
だ ね

地域
支え合い
推進員
より

◀取材に応じて
　くださった
　谷さん

▲永岡公民館

▲マンション集会所
マンション住民の集いの場としても
活用されています。

　福祉委員は筑紫野市社会福祉協議会会長が委嘱した、地域
の福祉活動を行うボランティアです。今年の４月より新しい任
期が始まりました。７７行政区１９０名（令和２年９月１日現在）の
方が活動をしており、年に３回程度の研修会を開催しています。
　今年度第１回目となる福祉委員研修会は、福祉委員より研
修会で取り上げてほしい内容として要望が多かった、「民生
委員・児童委員を含めた情報交換会」を６つのエリアに分けて

実施しました。
　グループワークでは、それぞれの地域で福祉委員、民生委員・児童
委員がどのような地域活動をしているか、他の地域に聞いてみたい
ことなど様々な意見が交わされていました。また、近頃は新型コロ
ナウイルス感染症の拡がりから、人との接触を減らさなければなら
ない状況が続いています。その影響を受け、地域で悩んでいること
やつながりを絶えさせない新しい取り組みについて、改めて考える
良いきっかけとなりました。
※一部の地区は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、開催を中止しました。

第１回福祉委員研修会を開催しました第１回福祉委員研修会を開催しました
～福祉委員と民生委員・児童委員との情報交換会～～福祉委員と民生委員・児童委員との情報交換会～

令和
２年度

コロナに負けず、
皆さん頑張っています。

行政区とマンションの災害時における協定
～一時避難所としての活用～

毎月第１・第３火曜日
１０時３０分～１２時

開催日時
（通常）

開催日時
（通常）

湯町公民館開催場所

毎月第１・第３水曜日
９時３０分～１７時

宮田町公民館開催場所

　通常は、未就園児とその保護者８組程で
体操・自由遊び・紙芝居・プールなどを楽し
んでいます。お子さんを遊ばせるだけでな
く、保護者同士の情報交換の場にもなって
います。コロナ禍で時間を１時間に短縮し、
当日は密にならないように気を付けながら、
窓を開放して行われています。

窓から外の的に
（大きな風車や花）向かって、
自分専用の水鉄砲で、
的打ち当て遊び。

　通常は１５人程で、体操・ゲーム・物づくり・
バスハイクなどをされています。設立より２０
年を超え、顔を見てお互いの様子を確かめ
合える仲良しサロンです。
　コロナ禍で、開催時間を10時から11時
に短縮し、密に気を付けながら体温計測と
消毒、換気の徹底をされています。

受付で、体温計測等の
健康チェック。

ソーシャル
ディスタンスを
守りながら、

音楽レクリエーション♪

健康チェック表の
記入もされています。

7月21日（火）開催の様子

7月1日（水）開催の様子

遊具はすべて前日に
ボランティアさんが消毒を
され、準備されています。
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地域支えあい通信 Vol.6地域支えあい通信 Vol.6コラム
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さるびあ学園
だより

さるびあ学園
だより

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

第80回介護者のつどい リモート講演会第80回介護者のつどい リモート講演会

生涯学習センター（パープルプラザ） ３階視聴覚室会　　場

　私たち一人ひとりが自分自身のこと、家族のこと、「認知症」になっても笑顔で暮らせる
地域づくりについて一緒に考えてみませんか？新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
大牟田にいらっしゃる講師と会場をインターネットで繋いでご講演いただきます。

令和２年 １１月１７日（火） １３時３０分～１４時３０分日　　時

社会福祉法人東翔会　グループホームふぁみりえ
ホーム長　大谷　るみ子氏

講　　師 定　　員

ご案内

※新型コロナウイルス感染症の状況により開催日時は変更となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止もしくは延期する場合があります。

地域のこども食堂地域のこども食堂
　筑紫野市では５つの団体が地域の「こども食堂」を開いています。子どもから大人まで
多くの人が集まる地域活動の場となっています。
　おいしいご飯が食べられていろんな人に会えますよ！ぜひ一度足を運んでみませんか？

　さまざまな色や味（個性や障がい）が缶
（地域）の中で触れあい、互いを引き立てて、
懐かしく優しい音を響かせる…♪♪そんなイ
メージでつけられたグループの名前です。
　利用者が描いたイラストのカレンダーや
お箸をはじめ、手作りクッキーなどを地域の
バザー・市内・市外のフェスティバルで販売
しています。また、盲養護老人施設（寿光園）
喫茶交流の取り組みなど、利用者とスタッフ
で楽しい時間を過ごしています。

子ども食堂パープル
紫ケ丘公民館

（筑紫野市紫5丁目5-20） ●大人100円 ●子ども無料

毎月第２土曜日
10時～16時

みんなの食堂
MUSUBIcafe

（筑紫野市中央4丁目15-13） ●１食300円  ※お手伝いをした方は無料（お手伝いは予約制）

毎週木曜日
17時～20時

みんなの食堂ひまわり
 京町児童センター

（筑紫野市二日市北4丁目1-5） ●大人200円 ●子ども無料

毎月第４土曜日
11時30分～14時

●大人100円 ●子ども100円

毎月第２、第４金曜日
17時～19時30分

●大人200円 ●子ども無料

毎月第１金曜日
17時～19時

今回はさるびあ学園の
活動の様子を紹介します。

　新型コロナウィルスの感染拡大は、さるびあ学園の皆
さんの活動にも影響を及ぼしています。例年であれば、
夏には涼しい場所へのドライブに出かけたり、お店に
行ってアイスを食べるなど、夏ならではの活動を行って
います。今年は園外での活動を控えていますが、何かみ
んなで楽しめる活動はないかということで…対策を取り
ながら、8月下旬に施設内でお楽しみ会を行いました。
　室内にはみんなで創作活動の時間に製作したちょうちんを飾り付け、射的やヨーヨー釣りなども行
いました。皆さん楽しそうに過ごされ、夏の思い出の一つを作ることができました。

受講生募集
不登校に悩む保護者支援サポーター養成講座不登校に悩む保護者支援サポーター養成講座

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

１１月６日・１３日・２０日・２７日
１２月４日・１１日（全6回）
すべて金曜日
１３時～１５時３０分

日　　時

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

対　　象

天拝いこいの館２階 研修室
（筑紫野市武蔵１丁目２-２０）

会　　場

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

案内図

至筑紫野インター

武蔵交差点
上古賀
交差点

二日市温泉入口

済生会病院
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二日市
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JR二日市駅
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道
31号
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九
州
自
動
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道

ココ

申込方法

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

申込・問い合わせ先
TEL FAX

参加費参加費

無料無料

長阿彌  幹生氏
ちょう　 あ　　 み　　　　　みき　　お

（教育文化研究所 代表）

講　　師

１０名定　　員

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

筑紫野市ボランティアセンター 　　（092）９２６-１９４０問い合わせ先 TEL

当会（筑紫野市ボランティアセンター）に登録している団体のご紹介

ご存知ですか！？

福祉グループ どろっぷすです!!福祉グループ どろっぷすです!!こんにちは！

活動に興味のある方はお問い合わせください★ 　　　 （092）927-2021 筑紫野市光が丘４-９-１TEL FAX・

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。 ※当日は、マスクの着用をお願い致します。
※事前申込不要
６０名

～認知症であろうとなかろうと 繋がり合えるまちづくり～

野の花食堂
二日市栄光キリスト協会

（筑紫野市二日市北2丁目8-6）

俗明院なかよし食堂
俗明院公民館

（筑紫野市俗明院１丁目１１-１２）

ブレイクタイムに
クッキーは
いかがですか？

クッキークッキー お箸お箸

布製バッグ布製バッグ

天拝いこいの館
に出展中

ドロップス
ドロップス

参加費参加費

無料無料
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さるびあ学園
だより
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だより
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66 ちくしの福祉だより162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

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6月11日～令和2年９月１日　順不同敬称略)

●花火をあげる会有志 ●匿名 １名
一般寄付者御芳名

【二 日 市 地 区】●久保山和子（亡夫　久保山　武）
【二日市東地区】●金子　賢一（亡父　金子　春美）
【山　口　地　区】●森　喜代子（亡夫　森　　　武）
【山　口　地　区】●西田ユミ子（亡夫　西田　剛典）

香典返し寄付者御芳名

●㈱ジェイアイケイ
指定寄付者御芳名

●筑紫遊技場組合（お菓子）
●㈱エスケイエンジニアリング（高齢者疑似体験セット）

物品寄付者御芳名

介護相談介護相談

　令和２年８月から約１か月間、社会福祉士を目指す大学生５名の実習を受け入れました。
コロナ禍で地域の方々に直接お会いする機会は少なくなりましたが、可能な範囲で
見学等を中心に取り組みました。以下は実習生が印象に残った福祉のかたちです。

　さるびあ学園での実習が印象に残りました。
コロナ禍で行事等ができない中、職員が感染対策
等の工夫を凝らして行った『夏祭り』に参加しまし
た。私たちもさるびあ学園の皆さんに楽しんで頂
けるよう、前日から準備に携わりました。当日は皆
さん喜んでいただき、とてもうれしかったです。
　さまざまな活動を通して、一人ひとりに寄り添っ
た支援が行われていると感じました。

皆様のご協力をよろしくお願いします皆様のご協力をよろしくお願いします

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

赤い羽根共同募金ホームページ  https://www.akaihane.or.jp/赤い羽根共同募金ホームページ  https://www.akaihane.or.jp/

　市民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス
感染症の影響により不安な日々をお過ごしのことと
心よりお見舞い申し上げます。
　令和元年度赤い羽根共同募金は、皆様の善意により
15,150,357円の募金が寄せられました。その
うち今年度１１，９７７，６００円が地域福祉活動の財源と
して筑紫野市に配分されます。

　市内各地で開催されているいきいきサロン等の福祉
活動の推進にも赤い羽根共同募金が役立てられてい
ます。
　今年度は、街頭・イベントでの募金活動が難しい状
況のため、各世帯での戸別募金をはじめ、職場での
法人募金・職域募金等、身近な募金方法でのご協力を
よろしくお願い申し上げます。日本航空株式会社様より支援物資を寄贈いただきました

令和２年７月の豪雨災害に
伴い、日本航空株式会社様
より、ボランティア活動及び
避難所で活用するための毛
布・マスクを寄贈いただきま
した。有難うございました。

当会役員の交代をお知らせいたします。
理　事　任期：令和３年６月まで

阿部　一博

新任者氏名

岡部　幸生

前任者氏名

コミュニティ運営協議会代表

吉武　裕子 楢木　孝一 市代表

推薦区分

わたしたち実習生が見た福祉のかたちわたしたち実習生が見た福祉のかたち

毎月第３金曜日
１０時から１５時まで

日 時

筑紫野市役所
3階　会議室302場 所

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

社会福祉協議会総務課  　　９２０-８００８TEL

相談に関するお問い合わせ

運動期間 １０月１日～１２月３１日 光が丘
いきいきサロン
のみなさん

（令和2年1月開催）

日本航空㈱様

㈱エスケイエンジニアリング様

役員交代のお知らせ役員交代のお知らせ
筑紫野市社会福祉協議会筑紫野市社会福祉協議会

　８月２１日にちくしの不登校支援ネットの定例会
を見学させていただきました。ちくしの不登校支援
ネットは不登校のお子さんの保護者の方と不安や
悩みを共有して、家族がより良い関係を築けるよう
にサポートを行う団体です。無理に子どもを学校に
行かせるのではなく、本人やその家族がどうすれ
ば幸せになれるのかを考える活動をされていると
聞き、このような考え方に深く感銘を受けました。

相談
無料

相手の心に寄り添うことができる立派な社会福祉士をめざして頑張ります！相手の心に寄り添うことができる立派な社会福祉士をめざして頑張ります！
▲本記事作成の様子 ▲発表の練習の様子 ▲不登校支援ネット定例会の様子
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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。
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FAX
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