修理ボランティアのご報告

児童発達支援事業

平成27年
10月23日

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、
親子通園の発達支援事業所です。様々な遊びを通して集団活動を学びなが
ら、皆で楽しく活動しています♪
『じっとして話を聞くのが難しいのかな…？』
『 友達とうまく遊べていないのかな…？』等、お子さまのことで
お悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。

▲玄関先の樹々を剪定で
スッキリと！

▲雨どいのつまりを丁寧に
取り除く

修理ボランティアミィーティングの様子

今年で30回目を迎えた「修理ボランティア」は、年に1度、食の自立
支援事業・家事援助サービス事業を利用されている方々を対象に、
筑紫野市商工会建設工業部会の協力のもと実施しています。
当日は申し込まれた３５軒を手分けして訪問し、襖の貼り替えや
網戸の交換、雨どいのつまり、水道の不具合などを、手際よく解決し
ていただきました。玄関先の木の枝の手入れを依頼された男性は、
「剪定して頂いたおかげで楽に外出できるようになりました。感謝、
感謝」と喜ばれていらっしゃいました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

▲水道の不具合を手際よく解決

【定員】 １日１０名
【対象】 発達が気になる児童（就学前：２〜５歳児）
通所給付費の支給決定を受けた児童
親子通園
【料金】 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。

活動内容

◉ お集まり（お名前呼び）
◉ リズム遊び
◉ 主活動（運動遊び、製作、感触遊び等、その日によって
変わります）
◉ 帰りの会（絵本読み聞かせ）

ちくしのスマイルキッズ(さるびあ学園内)

私たちのまちの
いきいきサロン

TEL・FAX 926-7800

天拝いこいの館だより

42 〜原区いきいきサロン〜
シリーズ その ○

天拝いこいの館では、寒い季節にピッタリの商品を用意して皆様のお越しを
お待ちしております♪ ぜひ遊びに来てください♪

▲みなさん笑顔で楽しそうにお話を聞かれています。

このコーナーでは、市内で開催されている「いきいきサロン」の
様子をお伝えしています。
はる

サロン

新規

原区いきいきサロン

▲クイズも準備されています！

平成27年5月よりいきいきサロンが新設されました。
設立から6カ月が経ち、毎月楽しみに来られている方も多いようです。
10月のメニューは中央福岡ヤクルト販売㈱が無料で行っている
出前講座「ウン知育教室」の開催でした。

温かいうどんも
販売しています♪

生姜入りで
体ぽかぽか♪

◀理想的なウンチの重さを
模型で体感しています。

ウン知育教室ってな〜に？
ヤクルトでは健康のために正しい食習慣・生活習慣をつけてもらうことを目的に、
ウンチの状態から食べ物の栄養 素を吸収する腸の大 切さや腸内細菌の話、良い
ウンチを出すための３つの力について楽しくお話します。
【ウン知育教室に関するお問合せ】中央ヤクルト販売㈱☎0120-56-8960
◆原区いきいきサロン ◉開催日時/第３火曜日/10:00〜1２:00 ◉開催場所/原公民館 ◉参加人数/15〜20名程度
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ちくしの福祉だより143号

手作り甘酒
お知らせ

足湯

足湯に入って
ゆっくり
過ごしませんか？

うどん（きつね・肉）

◉新年は１月５日（火）より開館いたします。
◉28年１月末日をもちまして、２階貸部屋業務を終了いたします。ご了承ください。

天拝いこいの館 9:00〜16:30（冬季）

筑紫野市武蔵1-2-20

TEL・FAX 925-8600
ちくしの福祉だより143号

5
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未就園児の為の遊びの広場や、保護者の皆さんの交流の場として年に２回
開催しています。今回もたくさんの親子にご来場いただきました。
また、多くのボランティアの方にご協力いただきありがとうございました★

ご協力いただいた
ボランティアの皆さん
ＮＰＯ法人ちくしの
子育ち応援団はっぴぃ
おもちゃ図書館赤ずきん
おもちゃ病院筑紫野
ボランティアバンク

12
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日

障がい児・者 クリスマス交流会
今年の大学生
ボランティア
スタッフの
みなさん

平成12年より市内の障がいのある方とそのお友達・ご家
族を対象としたクリスマス会を開催しております。今年も
たくさんの方に参加いただき総勢62名と、とても賑わった
クリスマス会となりました。大学生スタッフをはじめ、たく
さんのボランティアの方にご協力いただきました。

手作り
スノードームの
詳しい作り方は
P.6参照

ボランティアで
来ていただいた
「のため音楽隊」
の演奏♪

参加者全員で集合写真

このページに関するお問い合わせ

地域福祉担当 ＴＥＬ920-8008
ちくしの福祉だより143号
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平成27年福祉功労者に対する
県知事表彰・感謝状を授与されました！
県知事表彰

おもちゃ図書館「赤ずきん」：おもちゃ図書館の運営・布おもちゃの制作
ボランティア「コスモス」：社会福祉施設支援・いきいきサロン支援

県知事感謝状

茂田千惠子氏・小川央子氏（みちしるべ）：視覚障がい者へのガイドボランティア
松尾一惠氏（筑紫野市点字教室）：視覚障がい者への点訳活動及び点字の普及活動
峯尾貞子氏（さくら会）：視覚障がい者への朗読ボランティア（音声テープの作成）

ボランティア入門講座
「何かボランティア活動を始めたい！」
「空いた時間で、
何か自分にできることはないかな？」等、ボランティア
活動に興味がある方を対象にボランティア入門講座を
開催します。様々なボランティア体験を予定して
いますので、是非ご参加下さい。
期

日

内

参 加 者募 集

容

師

①２月１０日（水）

ボランティアって何？
朗読を体験してみよう

筑紫野市社会福祉協議会
朗読ボランティア「さくら会」

②２月１７日（水）

手話を体験してみよう

筑紫野市聴力障害者協会
筑紫野市手話の会

③２月２４日（水）

車椅子・アイマスクを体験してみよう

筑紫野市社会福祉協議会

時

間

①１０時〜１２時

定

員

２０名

②・③１０時〜１１時３０分

対

象

者

市内在住または市内に通勤・通学中の方で、ボランティア活動に興味のある方

参

加

費

無料

所

筑紫野市総合保健福祉センター「カミーリヤ」２階研修室

場

申込み締切

１月２９日（金）１７時まで

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※いずれか一日の受講でも構いません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【お申込み・お問い合わせ】
筑紫野市社会福祉協議会・ボランティアセンター

電話：920-8008（平日9時〜17時）
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