
｢ボランティアをしてみたいけど、
何をしたらいいか分からない」、「空
いた時間でなにか始めたい」と思っ
ている方々に、様々なボランティア
を体験していただくための初心者向
けの講座です。
あなたにぴったりなボランティアが
きっと見つかります！
まずは体験から始めてみませんか？

※詳細は、６ページをご覧ください

※写真は昨年度の様子です。
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赤い羽根共同募金運動ご協力のお礼

赤い羽根共同募金実績報告・自動販売機設置のお礼

ボランティア体験講座（募集）・手話奉仕員養成講座（募集）

平成25年度 賛助会加入のお願い・介護のふれあい会 会員募集

寄付のお礼

総合相談カレンダー
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【街頭募金奉仕団体】
太宰府市役所 （社）福岡県共栄会筑紫支部 ガイドボランティア　アイ・あいの会 太宰府市商工会
社会福祉協議会理事・評議員 太宰府手話の会 あいの会 太宰府市ライオンズクラブ
社会福祉協議会福祉委員 太宰府市婦人会 さつき会 太宰府市建設業協力会
太宰府市身体障害者福祉協会 てんとう虫の会 しなやかライフ太宰府 筑紫農業協同組合
太宰府市長寿クラブ連合会 NPO法人よつば なかよしはうす 太宰府天満宮 協働わーくす　エ・コラボ
太宰府市母子寡婦福祉会 日本ボーイスカウト連盟　筑紫第2団 太宰府市銀行協会 声のボランティアグループ
太宰府市民生委員・児童委員協議会 太宰府市自治協議会 宰府福祉会 花みずき
要約筆記の会「ちくし」

【資材・職域募金】
太宰府市役所 てんとう虫の会 （有）眞心 太宰府天満宮
太宰府市民生委員・児童委員協議会 要約筆記の会「ちくし」 （株）宰都 JA筑紫太宰府中央支店
太宰府市長寿クラブ連合会 太宰府手話の会 医療法人健成会　鹿子生整形外科医院 JA 筑紫水城支店
太宰府市母子寡婦福祉会 しなやかライフ太宰府 水城病院 JA筑紫向佐野支店
太宰府市身体障害者福祉協会 太宰府市いきいき情報センター ニチイほほえみ太宰府 JA筑紫榎寺支店
太宰府市婦人会 太宰府市中央公民館 サンケア太宰府 西日本シティ銀行五条支店
太宰府市シルバー人材センター 太宰府市女性センタールミナス サンホーム太宰府 福岡銀行太宰府支店
社会福祉協議会福祉委員 宰府園 養護老人ホーム双葉 福岡中央銀行ひまわり台出張所
おひさまクラブ 太宰府病院 文化ふれあい館 太宰府ファミリーネット・はらっぱ
和楽えのき あいの会 太宰府市商工会 筑紫保護区保護司会太宰府支部
笑苑 すみれ園 西日本シティ銀行都府楼出張所

【任意団体募金】
Nっ子クラブ　カンガルーの親子 声のボランティアグループ 元気会 はるか ～悠～
ぽぴんず 太宰府子ども劇場 ふれあいショップ

【自治会】
北谷 五条西 梅ヶ丘 芝原
内山 五条 高雄台 通古賀
松川 東観世 水城 都府楼
三条 湯の谷西 水城台 向佐野
三条台 秋山 水城ヶ丘 吉松
連歌屋 五条台 国分 大佐野
馬場 東ヶ丘 坂本 大佐野台
湯の谷 星ヶ丘 観世音寺 長浦台
大町 高雄 桜町 青葉台
新町 梅香苑 榎 つつじヶ丘
白川 緑台 榎寺 ひまわり台

【太宰府市長寿クラブ連合会】
北寿会 五条台千歳会 西都会 おうぎ会
松栄会 星寿会 日吉会 長寿クラブ
三和会 高雄クラブ 明月会 都府楼会
三朋会 香寿会 鹿島会 延寿会
湯の谷クラブ 梅壮会 南桜会 明生会
楽笑会 梅寿会 梅香会 松寿会
寿楽会 水和会 芝水会 青葉会
東宝会 水峰会 ときわ会

赤い羽根共同募金運動ご協力のお礼

　平成24年度の赤い羽根共同募金運動につきまし
ては、多くの皆さま方のご理解、ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　本年度も、例年どおり10月１日から12月31日ま
での３ヶ月間を運動実施期間として、西鉄沿線の
駅前や天満宮参道、大規模商店前での街頭募金に
始まり、自治協議会のご協力により、民生委員児
童委員協議会や福祉委員の皆さまとともに、法人
募金のエリア拡大に取り組みました。また、各団
体等からの温かいご協力も含め、確かな実績を上
げることができました。
　また、12月１日から１ヶ月間、共同募金運動の
一環として展開いたしました「歳末たすけあい募
金」につきましても、全行政区からの戸別募金等

を中心に、ご協力をいただきました。
　この募金の使途につきましては、高齢者福祉や
障がい者福祉、子育て支援、ボランティア活動推
進など、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域
づくりの事業に幅広く活用させていただきます。
また、近年の予期せぬ災害等への義援金としても
役立っています。
　最後に、景気の回復には、まだまだほど遠い状
況の中、今年度も無事に本運動が終了いたしまし
たことは、市民の皆さま方の温かい善意の賜物と
深く感謝し、ここに実績の報告をさせて頂きます
とともに、今後もより一層のご支援、ご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
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【学校関係】
太宰府小学校 太宰府中学校 筑紫台高校 筑紫保育園
太宰府東小学校 太宰府西中学校 日本経済大学 水城保育園
太宰府南小学校 太宰府東中学校 福岡医療福祉大学 おおざの保育園
太宰府西小学校 学業院中学校 福岡子ども短期大学 都府楼保育園
水城小学校 筑陽学園中学校 筑紫女学園大学 保育所太宰府園
水城西小学校 筑陽学園 福岡国際大学 星ヶ丘保育園
国分小学校 太宰府高校 福岡女子短期大学

【個人・法人（企業）募金】
太宰府天満宮 わたなべ整形外科 クリーニング洗光舎 ケーキショップ　カリオン
建設業協力会 日之出水道機器（株） 津田内科医院 中央福岡ヤクルト販売（株）
四王寺会 キソキカイ（株） 丸山病院 （有）アシスト・アパレル
二日市カトリック教会 日本マグネティックス（株） （有）松屋 （株）新和コンサルタント
医療法人悠水会　水城病院 木下病院 （有）太宰府タクシー ＩＴＳＦ
救世主教北部地区本部 （株）テシマ 山野皮膚科医院 （株）かさの家
中嶋医院 八千代運送（有） （株）明治屋食品 （有）小野東風軒
（株）アメニティ太宰府 奥野工務店 田崎自動車（株） 甘木屋
九州協同食肉（株） 観世音寺 善光会館筑紫会場 高島文房堂
救世主教太宰府教会 よしむら歯科医院 （株）誠心　老人ホーム「アクラス五条」 （株）寿庵寺田
牛島産婦人科医院 日管寺 妙香庵 太宰府市梅ヶ枝餅協同組合
中川内科循環器科医院 こでら内科医院 （株）松本土木 吉富眼科
国分寺 秋吉外科医院 THEアルカディア太宰府 セブンイレブン三条店
森木和生 筒井歯科医院 （株）九州児湯フーズ 福岡女子短期大学
吉田皮ふ科クリニック （有）宰府商会 筑紫食糧販売協同組合 福岡国際大学
漢方の木下薬局 松﨑歯科医院 成光建設（株） 筑紫医師会
すし寅 司建装 一般財団法人　九州電気保安協会 長浜ラーメン小太郎
大邦物産（株） （株）ウッドシステム （株）ヤマサキ建築設計 （株）梅谷コンクリート
花等歯科医院 ズーム太宰府 （株）シンプル 金子たたみフスマ店
（有）来夢　ラムズ・ヘアー （有）協栄塗装工業 水城幼稚園 （有）ラバンダピノ
（有）美建工業 ベストマートとふろう店 萬屋 北島征子
テックホームガス（株） かんざき内科クリニック 山口歯科医院 太宰府写真館（株）
市川製作所 筑紫路　松井 永利牛乳（株） （有）小野筑紫堂
安武運送 かんざき経営研究所 （株）エヌエイホーム （株）加野而青堂
米工房筑糧物産 （有）永田昌人一級建築士事務所 九州相良観光バス（有） （株）水城製粉
吉塚歯科 高村正太 （有）松田造園土木 魚住歯科医院
林歯科医院 （株）中山建設 （株）宮崎　太宰府リサイクルセンター 秋吉美千代
筑陽石油（株）太宰府ＳＳ （有）小柳電設 （株）Ｈ・Ｔ・Ｓ萩尾畳店 中神茶屋
（有）フルガード （有）寿し栄 （株）末永ハウジング 松島茶屋
西正寺 梅田屋椎木酒店 福永工機（株） 小山田茶店
（株）絹友きもの利休 柴田ビル （株）山友建設 有岡造園
（株）九州和装 （有）日産企画 筑紫自動車協業組合 大庭工務店
（株）アイテック （有）緒方建設 （有）光建築事務所 伊藤清子
今井哲裕 （株）Ｄ－ＴＥＣ大塚 ひろ歯科クリニック マンガ倉庫
池田伸義 テシマ技建 花田園芸 アジア技術コンサルタント
鹿子生整形外科医院 三十三茶屋 （有）西日本サンクリーン （株）フリースタイル（むさし整骨院）
太宰府堂本舗 ちょっきんくらぶ みかさ歯科医院 水城米穀店
カットハウスおかべ （有）萩尾管工設備 （株）ラック 水城動物病院
たちばな調剤薬局　五条店 東ヶ丘団地簡易郵便局 梅園 柿口自動車
カール スーパーうち嶋 西田食料品店 協和ステンレス（株）
ホーマン商会 ヘアーサロンうめざき （株）山口油屋福太郎 太宰府水城の里郵便局長
入江米穀店 （有）池松センター 博多人形ふみお 岐阜工業（株）
（株）平田製材所 （有）安寿 陶山歯科医院 （有）水城自動車
サロンド麗 （有）笑苑 まほろばの里　大蔵 （有）ダスキンふくはく
フェニックス 判田材木店 （株）かねやす グループホーム国分
（株）日新 福岡建装 ゼン技研（株） 介護老人保健施設同朋
（株）浅野防災工事 （有）吉松舗装工業 （有）バイクランド （株）サタケ
うちだ歯科クリニック （有）井上工業 ハシケン商事（ちゃんこ和王） （株）友定建機
田中内科 関屋商事 安武自動車 やすたけ歯科
（有）太宰府スイミングクラブ 坂本歯科 竈戸神社 ながえクリニック
ウォーターサーフ 大町酒店 大庭建設（株） サニクリーン
コーヒーマコ ホンダカーズ博多太宰府店 （株）石村萬盛堂 ノエルの樹
来光寺 JA水城支店支店長 むかえ歯科医院 グリーンコープデイサービスセンター都府楼
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都府楼団地郵便局 キッチンカフェ木和 都府楼コーヒーショップ （有）広和商会
（有）ＡＹＡＸ マミーズ高雄台店 太宰府天満宮前郵便局 テクニカルガレージ555
鈴木歯科医院 グリーンコープ生協　高雄店 セブンイレブン梅香苑店 西日本新聞エリアセンター
鶴田内科医院 橋口整骨院 ハウジングコート（株） 東和機材（株）
（有）やす武 内山田商店 ナカジマデンキ（有） ダイコク
（有）三宅商店 劇団道化 出光リテール販売（株）九州カンパニー ギフトショップグラビス
（合）堀米商店 洋菓子ル・クプル 佐伯不動産 丸善建材店
（有）松嶋屋 藤井工業 セブンイレブン吉松店 大迫
天満屋 松田商店 内装のかね福 （有）太宰府電工
早川歯科医院 みどりや さいとう歯科 船津宇佐己
市川商店 かのや （株）ザザホラヤ 前田利之
コガ梅香軒 森山錦花園 ベーカリーＳ田島 江口
谷口商事（有） 平田脳神経外科クリニック ホットロッド 上田眼科
大賀寛 ビレッジ都府楼Ⅱ （株）カワキタ 竹中道路
有吉征介 髙瀬昭登 あべ整骨院 安達律子
田子森恵 花田勝彦 石橋時計店 長岡商事（株）
福岡県司法書士会福岡南支部 喫茶フレンド 鹿児島クリーニング 平島自転車商会
リカーショップ観世 フラワーショップ花やま 上村鮮魚店 まるやす商店
居酒屋輪利燗 星薬局 ヘアーブティックゆり Ｕ－オートサービス
熊田整骨院 ドリアン 相川ストアー トータルビューティー　すみれ美容室
車屋第５ビル 五条書店 藤村医院（耳鼻科） 理容坂口
（有）一番館 らぁ麺亭笑和 ＭＯＲＥ フォーク村太宰府
きいぽ 夢工房走馬燈 緑水茶房 ごとう動物病院
帆足ステンドグラス メガネの正美堂 まつもと小児科 サイクルショップ平野
松本治療院 太宰府矢野不動産 トフロー電化 呉服のふじや
木村製麺所 かわしまはりきゅう整骨院 てんま龍 桑原薬局
セブンイレブン梅ヶ丘店 （有）美しま薬局 大ばけ小ばけ 高雄ストアー
荒木治稔 Ｋハウス 眞鍋建設（株） （有）ヤマダ食肉
田島建設興行 ドルフィーズ 魚肉菜きみひろ （株）オークス
（有）斉藤建材店 デオデオ五条店 焼き鳥不知火 マツハヤ（株）ドクタードライブ太宰府給油所
（有）日本料理　田惣 別府内科クリニック （株）湊工業 ヘアーサロンバンビ
（有）長谷建設 まるよし 福建労筑紫支部 キキプレイス
毎日新聞太宰府販売店 いとや 有料老人ホーム　風 巣山造園
（有）ホーム電器太宰府店 コーヒー蘭館 合屋木材 タカキ住建
（株）中村家具 ギャラリーやまもと （有）大友ゴム工業 南屋菓子店
オトナリホーム（株） キッチンカフェチムニー （株）グローバル （有）エムアイシー応用技研
西建設 松島電機設備 おたふく （有）新日本ハウジング
電測スヤマ （有）半田工芸 広友ロジックス（株）九州エリアセンター ヘアーサロンソノダ
（株）積善社筑紫斎場 みゆき建設 （株）太宰府工芸 松尾商店
よしだ歯科クリニック 五条ペット 木本建設（株） かくだ商店
フリーマーケットＡＣＢ 石橋クリーニング店 （株）南原福岡営業所 志水ミート
Hair ＆ Make メデューサ 木村建設 パスタ屋サルーテ 柳瀬茶舗
大丸食堂 いさ美 人と木 黒板菓子店
日和 森昌ショップ 大和金属工業（株） ヘアーサロン・ヤマサキ
板付動物病院 髪ｉｎｇよしむら （有）エフツーアート 柴田義昭
池内歯科医院 クリーニングペリカンクラブ ＫＲＳオダ 山ちゃん
ブリヂストンスポーツアリーナ（株） （有）パルテック 三進金属工業（株） 野間薬局　国分店
（有）ジャン・ドゥ 酒井畳店 （有）萩尾測量設計事務所 崇教真光
えとや 宮原電器 （有）水城金属 ヘアーサロン凜
都久志の湯 山中商店 若久中村保険事務所 ワークショップカネコ
スカイオートサービス エム美容室 酒のマルタマ にりんそう
（株）飛鳥社寺 ヘアーサロンナカシマ （株）勝電設 八谷住宅設備
カレーとケーキ　さら （有）堺工務店 ミニストップ太宰府坂本店 ミリオンガス
古川設備 大正住宅産業（有） カジハラ 奈良孝文
水城らあ麺 自遊空間 （株）ＴＳ・２ 正寶賢二郎
（有）岩崎自動車工業 梅ヶ丘整体院 （株）ハマネツ福岡（営） ひまわり
（株）友善 リラクゼーション花桃 ますながタイヤ
三京ホーム 大修館出版販売 セブンイレブン太宰府国分店
そよかぜ国分の里 （有）今泉不動産 げんごろう
如月クリニック ミクス薬品 ヘアーサロン　ＩＲＩＥ

ご芳名は順不同で敬称を省略させていただいております。
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　1月30日、中央公民館にて福祉大会が開催されました。
　午前中は表彰式典が行われ、長寿クラブの発展推進や活動・運営に貢献された会員の方々に
対し、表彰状・感謝状が贈呈されました。午後からは歌や踊りを披露する芸能大会が行われ、
素晴らしいステージに会場の皆さんも一体となって盛り上がりました。
　また、会場３階のギャラリースペースでは、絵画や書、写真、手芸品など会員の方々の作品
展も開催され、たくさんの人が数々の作品に見入っていました。

（この事業は歳末たすけあい募金の配分を受けて開催されました）

長寿クラブ連合会　福祉大会が開催されました！

赤い羽根共同募金の自販機　設置ありがとうございます！

太宰府市民体育館の自販機が、
赤い羽根自販機になりました！！

　体育館を管理している㈱エルベックさんのご協力に
より、体育館に設置されている自販機の売り上げの一
部が、共同募金に寄付されるようになりました。
　エルベックさんは福岡市の会社ですが、地域の方に
ぜひ貢献したいと導入してくださいました。
　体育館ご利用の際は、是非ご利用下さい。

売り上げの一部が共同募金に寄付されます。みなさま、ぜひご利用下さい。

太宰府市役所に設置されました！！

　市役所1階、正面玄関入って右側に設置されている、
身体障害者福祉協会所有の自販機が、赤い羽根自販機
になりました。身体障害者福祉協会さんは、障害者の
方の自立と社会参加を目的として活動されています。
　売り上げの一部が、障害者福祉・地域福祉のために
使われます。市役所にお寄りの際は、是非ご利用下さい。

㈱エルベック様、サントリーペプシ様、
ありがとうございます。

太宰府市身体障害者福祉協会様、伊藤園様、
ありがとうございます。

平成24年度実績額

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

12,950,033 円

3,653,940 円

内訳 （単位：円）

戸別募金 個人 ･法人募金 資材募金 街頭募金

9,841,972 1,879,407 663,440 182,933 

職域 ･団体募金 学校募金 赤い羽根自販機 イベント ･その他

90,704 198,024 37,577 55,976 
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手話奉仕員養成講座（入門課程）

●場　所　太宰府市総合福祉センター３階　大会議室
●対　象　　太宰府市に居住、又は在勤、在学する方で、
　　　　　　ボランティア活動に関心のある方
●定　員　10名（両日受講できる方を優先）
●受講料　無料
●申し込み・問い合わせ
　　　　　太宰府市社会福祉協議会
　　　　　TEL 923-3230　FAX 923-0578

●期　間　5月13日～ 9月30日の毎週月曜日、全24回（内１回は別日程で研修交流会を行います）
　　　　　※5月のみ月曜日と木曜日の週2回開催
　　　　　※月曜日が祝日の場合は木曜日に振替

●時　間　19時00分～ 20時50分

●場　所　太宰府市総合福祉センター　3階　大会議室

●対　象　市内に在住、在勤、在学する15歳以上の方で、手話に関心を持ち、
　　　　　講座修了後、手話奉仕員として活動する意欲のある方

●受講料　1,000円（別途テキスト代1,200円を徴収）

●主　催　太宰府市社会福祉協議会・太宰府手話の会

●申し込み・問い合わせ　太宰府市社会福祉協議会　TEL 923-3230　FAX 923-0578

　地域で活動しているボランティア団体の方を講師に迎え、初心者向け
ボランティア体験講座を開催します！
　今年度第１回目の講座は、聴覚障がい者への支援ボランティアです。

　聴覚障害者および音声言語機能障害者に対する手話奉仕員（ボランティア）の養成講座を開催し
ます。基本的なやさしい手話を楽しく学んでみませんか？

　第２回目の講座は、視覚障がい者
への支援ボランティア（ガイドボラン
ティア、音訳ボランティア、点訳ボ
ランティア）の体験を７月に予定して
います。
　６月号の広報に詳細を掲載します
ので、そちらもご覧下さい。

まずは、ボランティアの体験から始めてみませんか？

☆　これからボランティアを始めようと思っている方
☆　自分にもできるボランティアを探している方
☆　空いた時間でなにか始めたいと思っている方

日　時 時　間 内　容 講　師

１
日
目

4月17日(水)

10：00～ 12：00

聞こえに困っている方をサポートしよう！
① 聞こえない世界と手話

太宰府手話の会

２
日
目

4月24日(水)
聞こえに困っている方をサポートしよう！

② 書いて伝える要約筆記
太宰府要約筆記の会
「ちくし」

ボランティア体験講座ボランティア体験講座ボランティア体験講座初心者

歓迎!
!

手話奉仕員養成講座（入門課程）

者
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　太宰府市社会福祉協議会の事業活動は、賛助会をはじめ寄付金や香典返し等皆様の
善意に支えられています。
　市民の皆様がお互いに助け合い、支えあって、安心して暮らせる「共生と共創のまち
づくり」の実現ためご賛同していただけますよう、よろしくお願いいたします。

・一般賛助会員　一口　  1,000円
・特別賛助会員　一口　10,000円

【年会費】

　　　　　　　〒818-0102　太宰府市白川2番10号　　太宰府市社会福祉協議会　担当 庶務係
TEL 092-923-3230　FAX 092-923-0578 

平成25平平成成2255年年度

賛助会（新規・継続）加入のお い助会賛賛助会助会（（新規新規・継続継続）続）加入加入の入のおのお いお願い願い
～皆様のご支援をお願いいたします～～～皆皆様様のごご支支援援をおお願い願いいたします～いいいたします～す～

ペットボトルの
キャップ＆プルタブの

回収にご協力
ありがとうございます

　「介護のふれあい会」では、２ヶ月に一度を目安に会
員が集まり、介護の悩みや工夫している点などを和気
あいあいとした雰囲気の中で語り合う定例会を行って
います。（年会費500円）
　平成24年度は、介護保険の勉強会や会員間の交流
会、行政や事業所、医療機関等の関係機関職員との交
流を兼ねた会員の介護体験報告会、施設見学等を行い
ました。
　今年度も“介護”を通した気軽な仲間作りの場として、
様々な取り組みを行っていきたいと思っています。
　今年度の第１回定例会は、４月下旬の予定です。
　見学も受け付けておりますので、お気軽にお問い合
わせください。

集会 員 募
現在介護をされている方
介護経験のある方
介護に関心のある方

【問い合わせ】
 太宰府市社会福祉協議会
 TEL923－3230 ／ FAX923－0578

是非一度
「介護の
ふれあい会」に
参加して
みませんか？

協 わ働 くー す

エ コラララララララ「「「「「「「「エエエ・・・ココララララララララララララララララボボボボボボボボボボボボボボボ」」」」「エ・コラボ」
　私たちは、障がいのある人と家族、支援者のグルー
プです。障がいのある人の働く場設立資金作りを目
的とした資源回収を行い、収益はすべて積み立てて
います。どうぞご協力をお願いします。（＊地域での
回収を優先してください）

 ハローデイ大佐野店　駐車場
9:30 ～ 12:00（毎月第３日曜日：雨天決行）
4月21日（日）　5月19日（日）　6月16日(日)

 エ・コラボ回収庫（市民プール前、看護学校跡地内）
月～土9:00 ～ 17:00（日曜日・お盆・年末年始閉鎖）
回収しているもの
新聞・雑誌・雑紙・ダンボール・古着・アルミ缶
上記時間内にお持ち込みください。どちらも、ブルー
の旗が目印です。

【問い合わせ】
協働わーくす「エ･コラボ」　TEL090-3320-2935
 HP エ・コラボdiary　http://ecopisu.blog102.fc2.com/

　ひき続き総合福祉センターロビー及び社会福祉協
議会窓口にて受付けています。
小さなボランティア活動として、ひき続き回収にご
協力ください。

★ペットボトルのキャップは 90kg 集まりました
　ポリオワクチン45名分!!
　たくさんの子どもの命が救えます…

★プルタブは 44kg 集まりました
　600kgでアルミ製車イスと交換できます…

（12月末時点）

（12月末時点）

　　　平成25年度

賛助会（新規・継続）加入のお願い
～皆様のご支援をお願いいたします～

【　　　　　】問い合わせ
申 し 込 み



【問い合わせ】
 太宰府市社会福祉協議会
 TEL 092-923-3230

あいの会様より、
児童用の車いす2台

ご寄贈いただきました。

福祉のひろば （8）

多くの方からあたたかいご寄付をいただき
ありがとうございました。

平成24年11月23日～
平成25年2月20日

寄付のお礼

●香典返し寄付
寄付者名 続柄 故人名 住　所

松嶋　明広　　様 母 松嶋　テルコ　様 国分区

重　俊子　　　様 母 重　タミ子　　様 高雄台区

佐々木　正春　様 姉 木地　ヒサ子　様 うきは市浮羽町

上瀧　フカヱ　様 夫 上瀧　末廣　　様 青葉台区

平嶋　凱子　　様 夫 平嶋　要希　　様 北谷区

藤田　和男　　様 妻 藤田　冨ニ子　様 水城台区

吉原　カネ子　様 夫 吉原　典彦　　様 国分区

須山　栄子　　様 夫 須山　博　　　様 水城区

●一般寄付
寄付者名 住　所

ヨシタケＴＳ株式会社　　　　　　　 様 福岡市南区

奈良　孝文　　　　　　　　　　　　 様 高雄区

榊　恵美子　　　　　　　　　　　　 様 五条台区

昭和19年3月水城小学校卒業同窓会　 様 太宰府市

まほろば市民大学24年度受講生一同　様 太宰府市

（受付順）

●物品寄付
寄付者名 住　所

樋口　博行　様 久留米市上津

あいの会　　様 太宰府市

◆今月の福祉メニュー

えびとグリンピースのひすい煮

材料（４人分）
えび（無頭）･･････････ 320ｇ
グリンピース･･････････200ｇ
（さやから出したもの）

　　みりん …………… 20 ml
Ａ　薄口醤油 ………… 20 ml
　　だし ………………300 ml

水溶き片栗粉………… 大 1
（片栗粉を同量の水で溶いたもの）
生姜（すりおろす）…… 適量

～作り方～

❶えびは殻と尾を除き、背に包丁を入れて
　背ワタを取る。
　塩少々をふってもみ、水できれいに洗って
　からざるにのせて熱湯をかけ（霜降り）、
　一口大に切る。

❷鍋にえび、Ａを入れて火にかけ、沸騰した
　ら弱火に落とす。
　えびに火が通ったら、グリンピースを加え
　る。

❸豆に火が通り、指でつぶせる位に柔らか
　くなったら、水溶き片栗粉を加え、とろみ
　をつける。

❹器に盛り、生姜を添える。　　　　

※グリンピースは、下茹でせずに、そのまま
煮汁に加える。

梅香苑在住　星出　冴子

お手軽
クッキング
お手軽
クッキング

⎩
⎨
⎧

　 毎年、誠にありがとうございます。
　この車いすは、太宰府市社会福祉協
議会にて貸出を行なっています。
　詳しくはお問い合わせください。



※総合福祉センターまで来られるのが困難な方は、電話でのご相談も受け付けております。
※弁護士相談・暮らしの相談は予約制です。相談日の15日前より予約受け付けいたします。
　それ以外の相談については、事前に予約する必要はありませんが、順番待ちになることがありますので
　ご了承ください。

【場　　　所】太宰府市総合福祉センター　1階相談室（太宰府市白川2番10号）
【問い合わせ】太宰府市社会福祉協議会　　TEL 923－3230　　FAX 923－0578

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

弁護士相談
13:00 ～ 16:00
予約：3/25 ～

弁護士相談
13:00 ～ 16:00
予約：4/12 ～

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

障がい者相談
10:00 ～ 12:00

あんしん相談
13:00 ～ 16:00

一般･行政相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

結婚相談
10:00 ～ 15:00

暮らしの相談
13:00 ～ 16:00
予約：3/29 ～

結婚相談
10:00 ～ 15:00

4月

振替休日こどもの日

昭和の日

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

障がい者相談
10:00 ～ 12:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

一般相談
10:00 ～ 15:00

暮らしの相談
13:00 ～ 16:00
予約：4/26 ～

結婚相談
10:00 ～ 15:00

5月

一般相談
10:00 ～ 15:00

憲法記念日 みどりの日

弁護士相談
13:00 ～ 16:00
予約：4/30 ～

弁護士相談
13:00 ～ 16:00
予約：5/10 ～

あんしん相談
13:00 ～ 16:00

福祉のひろば（9）

総　合　相　談総 合 相 談
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広 告 募 集広 告 募 集
太宰府の広報誌「福祉のひろば」に
広告を出してみませんか？

TEL 092－553－6161 携帯 090-3609-3580
〒815－0035　福岡市南区向野1丁目19番1号

広 告 募 集
太宰府の広報誌「福祉のひろば」に
広告を出してみませんか？一日入門講座（１千円）

随時受付中です！

■ 対象／ 18歳～67歳位まで　　■ 月会費／5,500円～

（平日11:00 ～ 16:00受付）092-555-8162

湧泉会
初心者歓迎！

伝統太極拳湧泉会伝統太極拳

伝統を受け継ぎ、心身を極める！

湧泉会

（平日11:00 ～ 16:00受付）

一日入門講座（１千円）
随時受付中です！

詳しくはHPか
お電話にて
お問い合せ
ください。

水曜クラス（毎週水曜）19:00 ～ 20:30

木曜クラス（毎週木曜）19:00 ～ 20:30

日曜クラス（毎週日曜）14:00 ～ 15:30

月曜クラス（第1～3月曜）13:00 ～ 14:30

■ 対象／ 18歳～67歳位まで　　■ 月会費／5,500円～

初心者歓迎！
太宰府西中学校 武道場

太宰府市高雄公民館

太宰府市高雄公民館

太宰府南コミュニティ

練 習 日 時 場 　 所

092-555-8162 太極拳 湧泉会 検索

h t t p : / / d a z a i f u - s h a k yo . o r . j pホームページへどうぞ　アドレスは

発行 太宰府市社会福祉協議会
〒818-0102　福岡県太宰府市白川２番10号

TEL (092)923-3230  FAX (092)923-0578
E-mail:dazaifushakyo-goiken@extra.ocn.ne.jp

社会福祉
法　　人

太宰府市宰府2丁目8-17 

TEL＆FAX（092）922-4002
代表取締役 有岡 雅貢

有限会社

有岡食料品店
太宰府市宰府2丁目8-17 

TEL＆FAX（092）922-4002
代表取締役 有岡 雅貢

有限会社

有岡食料品店


