
　お日様サンサン、子ども達が待ちに待ったプール開きの日がやってきました。
　中でも一番の楽しみは、ヤマメの掴み取りです。歓声をあげながら元気に泳ぐ
ヤマメを両手でしっかりと捕まえました。捕まえたヤマメは、捌いて、唐揚げに
してみんなで美味しく食べました。頭やしっぽ、骨まで残らず子ども達のおなか
の中、みんなのお皿はきれいに空っぽです。命をいただく体験でした。
　ヤマメさんありがとう！

太宰府市社会福祉協議会 TEL 923-3230
FAX 923-0578

みんなで支え合うまちづくり  太宰府市
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　お日様サンサン、子ども達が待ちに待ったプール開きの日がやってきました。
　中でも一番の楽しみは、ヤマメの掴み取りです。歓声をあげながら元気に泳ぐ
ヤマメを両手でしっかりと捕まえました。捕まえたヤマメは、捌いて、唐揚げに
してみんなで美味しく食べました。頭やしっぽ、骨まで残らず子ども達のおなか
の中、みんなのお皿はきれいに空っぽです。命をいただく体験でした。
　ヤマメさんありがとう！
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平成24年度 太宰府市社会福祉協議会事業報告・一般会計決算報告（抜粋）

監事監査報告書・賛助会（新規・継続）加入のお願い

平成25年度 在宅介護者のつどい『認知症サポーター養成講座』受講者募集

『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・お手軽クッキング
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福祉のひろば（3）

財 　 産 　 目 　 録

貸 借 対 照 表

事 業 活 動 収 支 計 算 書 （単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

〈収入合計〉 2億3，473万円 〈支出合計〉 2億3,473万円

会費・寄付金収入
2,518（1.07％）

その他収入
14,250（6.07％）

受託金収入
12,033（5.13％）

（単位：千円）

次年度繰越金
6,378（2.72％）

受託事業費
12,814
（5.46％）

事業費
28,929

（12.32％）

法人運営費
73,241

（31.20％）

保育所太宰府園
運営費
113,368
（48.30％）

補助金・
助成金収入
93,472

（39.82％）

運営費収入
94,765

（40.37％）

共同募金
配分金収入

9,246（3.94％）

歳末たすけあい募金
配分金収入

3,766（1.60％）

利用料収入
691（0.30％）

事業収入
3,749（1.60％）

負担金収入
240（0.10％）

科　　目 本年度決算 前年度決算
事業活動収入計 224,131,364 225,734,847
事業活動支出計 205,040,903 198,552,704
事業活動外収入計 10,836,463 17,031,475
事業活動外支出計 10,388,334 16,583,000
特別収入計 0 0
特別支出計 8 12,095
その他の積立金取崩額 2,567,190 5,240,000
その他の積立金積立額 18,452,239 21,091,302
次期繰越活動収支差額 119,480,901 115,827,368

資　　産 負　　債
資産合計 575,124,760 負債合計 44,746,632

純資産合計 530,378,128

1. 資産の部 575,124,760
1．流動資産 68,418,190

現金 67,116
預貯金 67,374,992
未収金 955,148
立替金 20,934

2．固定資産 506,706,570
基本財産 152,564,767
その他の固定資産 354,141,803

2. 負債の部 44,746,632
1．流動負債 7,745,964

未払金 6,427,660
預り金 1,284,804
前受金 33,500

2．固定負債 37,000,668
退職給与引当金 37,000,668
差引純資産 530,378,128

　平成24年度決算の総額は、2億3,473万円です。前年度決算に比べて、2,442万2千円減、9.4％の
減です。その主な内容をお知らせします。

平成24年度　太宰府市社会福祉協議会　一般会計決算

※収入・支出の中に経理区分間1,038万8千円が含まれています。
　実質2億2,434万2千円となります。
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会会 ・ 入入入 いい賛賛賛助助助会会会助会会会会（（（（新新新規規・継継継続続続）））加加入入入加加入入入入入入入入ののののののおおおお願願願いいいい
　太宰府市社会福祉協議会では、『誰もが住み慣れた地域で、安心して
暮らせる福祉のまちづくり』を推進しております。互いに助け合い支え
あう『共生と共創のまちづくり』を実現するため、賛助会へご加入いた
だきますようお願い申し上げます。
　賛助会費は、赤い羽根共同募金や寄付金、香典返し同様に地域福祉
を推進していく上で、貴重な財源となっております。引き続き、皆様
のご支援をよろしくお願いします。

●賛助会ご加入の手続きは、社会福祉協議会窓口にて受付けいたしております。
●毎週　月曜日～土曜日：午前8時30分～午後5時（12月29日～ 1月３日及び祝日除く）

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

【問い合わせ】
太宰府市白川2番10号　
太宰府市社会福祉協議会
TEL 923-3230　担当 庶務係

賛助会（新規・継続）加入のお願い
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　「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）
　6月18日に行われた第2回定例会では、介護を終えた会員による10年間の在宅介護について
の報告会を行いました。また、今抱えている悩みや疑問、自身の介護体験を通して学んだこと
等について、当事者の会ならではの活発な意見交換が行われました。
　次回の定例会は、9月中旬に介護保険制度に関する勉強会を行う予定です。
　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　TEL 923-3230　FAX 923-0578

是非一度「介護のふれあい会」に参加してみませんか？

『認知症サポーター養成講座』　受講者募集

平成25年度在宅介護者のつどい

日　時：9月6日（金）14：00～16：00
会　場：総合福祉センター　3階大会議室
対象者：市民一般　　※認知症サポーター養成講座未受講の方
定　員：30名（先着順）
参加費：無料
申込み・問い合わせ
太宰府市社会福祉協議会　TEL923-3230／ FAX923-0578

　社会福祉協議会では「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるまちづくり」として、
「認知症サポーター養成講座」を開催します。
　この講座は、平成17年度より厚生労働省が行っている「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」
キャンペーンの一環である「認知症サポーター100万人キャラバン」に基づいたものです。
　本講座を受講した方には、「認知症の人を応援します」という意思を示す目印の「オレンジリ
ング」を配布します。

認知症サポーターとは…
　認知症について正しく理解し、偏見をもたず、認知症の人や家族を温かく見守る応援者
です。なにか特別なことをするのではなく、自分のできる範囲で活動します。自分自身の
問題と認識し、友人や家族に学んだ知識を伝えること、認知症の人やその家族の気持ちを
理解しようと努めることもサポーターの活動です。
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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25年5月1日～
平成25年6月30日

寄付のお礼
●香典返し寄付

寄付者名 続柄 故人名 住　所
三木　光子　様 夫 三木　晟也　様 高雄区

大薮　和子　様 夫 大薮　善朗　様 五条区

●一般寄付
寄付者名 住　所

医療法人　悠水会　水城病院　　様 通古賀区

福岡県建設労働組合　筑紫支部　様 内山区

榊　恵美子　　　　　　　　　　様 五条台区 （受付順）

　平成14年から毎年ご寄贈いただいております。
　心よりお礼申し上げます。
　ご寄贈いただきました車いすは、地域の方々
への貸し出しや小中学校の総合学習など、いろ
いろな場面で大変有効に使われております。

　私たちは視覚障害のある方からの依頼で
点訳をしています。
　今回ご紹介しますのは、次の2点です。

金子みすゞ童話集
「わたしと小鳥とすずと」
選　者：矢崎節夫
発行者：JULA出版局　全部で90ページ
紙　代：250円

「心がポカポカするニュース
　　　　HAPPY NEWS 2009」
※全国の新聞記事の中で、心が温かくなる記
事と読者のコメントを集録しています。

編　者：(社)日本新聞協会
発行所：㈱文芸春秋　全部で3巻(383ページ)
紙　代：800円

なお点訳の依頼も受け付けています。
ご利用の方は社会福祉協議会までご連絡下さい。
 TEL 923-3230

てんとう虫の会（点訳グループ）
     からの お知らせ！！

株式会社　エスケイエンジニアリング様より
今年も車いすをご寄贈いただきました。

筑紫台高等学校様より
多額のご寄付をいただきました。

　平成25年度学園祭が6月7日（金）8日（土）に
開催されました。その中で今年度は、地域の
高齢者や身障者の方々への支援、また子ども
達の教育活動等の支援を目的にチャリティー
バザーを企画開催され、その収益金すべてを
当協議会へご寄付いただきました。
　生徒会の皆様をはじめ諸先生方、学校関係
者各位に心よりお礼申し上げます。



※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・あんしん相談（成年後見制度について）は予約制です。弁護士相談・暮
らしの相談については、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 31

結婚相談
10:00～ 15:00

8月

暮らしの相談
13:00～ 16:00
予約：7/26 ～

結婚相談
10:00～ 15:00

弁護士相談
13:00～ 16:00
予約：8/9 ～

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

障害者相談
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

一般相談
10:00～ 15:00

弁護士相談
13:00～ 16:00
予約：7/30 ～

あんしん相談
13:00～ 16:00

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

結婚相談
10:00～ 15:00

9月

暮らしの相談
13:00～ 16:00
予約：8/30 ～

結婚相談
10:00～ 15:00

弁護士相談
13:00～ 16:00
予約：8/13 ～

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

障害者相談
10:00～ 12:00

あんしん相談
13:00～ 16:00

一般相談
10:00～ 15:00

一般相談
10:00～ 15:00

一般相談
10:00～ 15:00

一般相談
10:00～ 15:00

弁護士相談
13:00～ 16:00
予約：8/26 ～

敬老の日

秋分の日
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総　合　相　談総 合 相 談

◆今月の福祉メニュー

焼ききのこのサラダ
材料（４人分）
しいたけ・しめじ類･･･各200ｇ
レタス･･････････････1/2個
クレソン････････････1束
トマト･･････････････1個
オリーブ油･･････････大2.5
白ワインビネガー ････小2
塩・こしょう･････････各少々

～作り方～
❶レタスとクレソンは1口大にちぎる。トマトはくし形に切
る。すべて冷たく冷やす。

❷きのこは石付を除き、しめじは小房に分ける。
❸焼き網を熱し、きのこの両面をこんがりと中火で焼く。
❹①と焼きたてのきのこを合わせ、油、ビネガー、塩、こしょ
うの順に加えては混ぜる。

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
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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？

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

随時受付中です！
初回体験（1,000円）

■対象/18歳～65歳位まで　 ■月会費/ 5,500円～

詳しくはHPか
お電話にて
お問い合せ
ください。

092-555-8162 湧泉会 （平日11:00 ～ 16:00受付）（平日11:00 ～ 16:00受付）

詳しくはHPか
お電話にて
お問い合せ
ください。

092-555-8162 湧泉会 太極拳 湧泉会 検索

随時受付中です！
初回体験（1,000円）

湧泉会伝統太極拳湧泉会伝統太極拳湧泉会
伝統を受け継ぎ、心身を極める！

日

　程

水曜クラス

木曜クラス

日曜クラス

(毎週水曜)

(毎週木曜)

(毎週日曜)

19:00 ～ 20:30

19:00 ～ 20:30

14:00 ～ 15:30

■対象/18歳～65歳位まで　 ■月会費/ 5,500円～

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


