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お見合いパーティーのご案内・障がい者なんでも話そう交流会・生き生きシニア活動顕彰

寄付のお礼・お手軽クッキング

総合相談カレンダー



福祉のひろば （2）

高齢者世帯の見守り活動等を

行っています。地域住民がお

互いに支えあい、たすけあう

活動にも活用されています。

高齢者の見守り活動にも

共同募金では、災害に備え、

毎年募金の一部を積み立てて

います。災害時に困っている

人とお手伝いをできる人をつ

なぐ｢災害ボランティアセン

ター｣にも活用されています。

被災者を支える
ボランティア活動にも

子育ては楽しい反面、悩みや

不安を１人で抱えてしまう親

も少なくありません。

ご近所の方や仲間と出会え、

たすけあえる子育てサロン活

動にも活用されています。

子育て支援にも

こんな募金方法もあります！ 赤い羽根共同募金 ご協力方法のご提案
企業としてのご寄付
　企業（法人）として、共同募金へご寄付いただくものです。
　地域と共存共栄している企業にとって、地域の福祉活動
に活用される共同募金への協力は、イメージアップにもつ
ながります。
　なお、法人が共同募金へ寄付を行う場合は、「全額損金
算入」することができます。

募金箱の設置
　店頭や会社の受付などに募金箱を設置いただき、お客様
や関係者など広く協力を呼びかけるものです。
　募金箱を設置いただくことで、社会貢献活動に取り組む
姿勢をアピールすることもできます。
　また、災害発生時には、被災者への
義援金の募集に切り替えることも可能
です。

赤い羽根自販機の設置・置き換えに協力する
　飲み物を購入するとその売上の一部が共同募金に寄付さ
れるのが「赤い羽根自販機」です。設置にご協力いただくと、
売上の13％～ 20％程度が手数料として支払われます。

職場での募金活動（職域募金）
　職場で働く方々を対象として、協力を呼びかけ
たり、募金箱を設置いただくものです。

共同募金グッズ（寄付金付商品）
　共同募金会のオリジナルグッズを購入いただく
ものです。
　一定額以上の寄付で、バッジ等のオリジナル
グッズを購入することができます。

＊詳しくは、福岡県共同募金会太宰府市支会にお問い合わせください。　TEL 923-3230

【バッジ】５００円

【図書カード・クオカード】１, ０００円
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　社会福祉協議会では、地域のみなさんを対象とした無料の公開講座を行っています。
　今年度も各方面でご活躍の人気講師をお招きし、以下のテーマで開催します。
　みなさまお誘い合わせのうえ、お気軽にお問い合わせください！（要申し込み）

場　所：太宰府市総合福祉センター　3階　大会議室

対　象：市民一般

参加費：無料

受　付：10月1日（火）9：00～

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
　E-mail　dazaifucity-shakyo@mist.ocn.ne.jp
　※メールでのお申し込みの際は、件名に「住民福祉講座申し込み」、
　　本文には氏名・住所・電話番号・年齢をご記入ください。

第1回  11月27日（水）
14:00 ～ 15:30 

テーマ  備えあれば憂いなし　終活編
～エンディングノートのはじめ方～

講　師  NPO法人ふるさと安心サポート九州

事務局長　中橋　優さん
注目ポイント★ 

のお知らせ住 民 福 祉 講 座

第2回  12月4日（水）
14:00 ～ 15:30 

テーマ  備えあれば憂いなし　防災編
～家庭でできる自然災害対策～

講　師  日本防災士会福岡県支部

事務局長　黒田　清利さん
注目ポイント★ 

障がい・高齢等により公共交通機関を利用
しての外出が困難な方のために、下記のよ
うな事業も実施しています。

「ヘアメイクはせ」さんのご協力により、
利用者さんのご自宅にお伺いして、ヘア
カットを実施しています。
利用者の方々から、大変喜ばれています。

ご利用を希望される方は、社協までお問い合わせください。

移送サービス ふれあいヘアカットサービス

共同募金は、障がい者のためにも
活用されています！
共同募金は、障がい者のためにも
活用されています！

地域のボランティアさんのご協力により、
車いすのまま乗降できるリフト付車輌を運
行しています。
（車輌のみの貸し出しもあります）
病院への通院などに利用され、外出支援に
役立てられています。

巷で話題の“終活”を皆さんはご存知です
か？
今までの人生を振り返り、より豊かな生活
を送るきっかけを学んでみませんか？

今年も各地で地震・大雨・竜巻などの自然災
害が発生しています。
皆さん“もしも”の備えは出来ていますか？
いざという時に自分や家族を守る防災知識を
学びましょう！
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～「出会い」・「ふれあい」で広がる福祉の輪～

日時
11月16日（土）
10：00～ 15：00

会場
太宰府市総合福祉センター
およびその周辺

イベント内容

※
写
真
は
昨
年
の
様
子
で
す
。

主催 出会いの広場実行委員会 問い合わせ
出会いの広場実行委員会事務局
TEL　923-3230

皆さんのご来場お待ちしてます！

☆今年もくじ引き　開催します！
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その他、車椅子の補修点検・安全な車椅子移動について等の勉強会
障がい者・家族及び関係者等、自由に参加できます。皆さまの参加をお待ちしています。
●日　　　時　平成25年12月 7日（土）　10：00～ 14：00
●場　　　所　太宰府市総合福祉センター　3階　大会議室
●主 　 催　太宰府市身体障害者福祉協会
●協 　 賛 NPO太宰府障害者団体協議会
●問い合わせ先　TEL／ FAX　925-8899（9：00～ 15：00）　

車椅子 補修点検 安全な車椅子移動に い 等 勉強会

障がい者なんでも話そう交流会

松川区ひまわり会に

「平成25年 日本生命財団 生き生きシニア活動顕彰」
が贈られました！

6 月28日に福岡県庁知事室にて贈呈式が行われました

日　　時　平成25年12月15日（日）　13：00～16：00
場　　所　太宰府市総合福祉センター　3階　大会議室
対 象 者　結婚を真剣に考えている独身の方
定　　員　50名（男性25名、女性25名）
参 加 費　500円 
受付締切　12月 6日（金）　17時まで
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
E-mail dazaifucity-shakyo@mist.ocn.ne.jp

※メールでのお申し込みの際は、件名に「お見合いパーティー申し込み」、
　本文には氏名・住所・電話番号・年齢をご記入ください。

お見合いパーティーのご案内

　このたび、公益財団法人 日本生命財団より平成25年「生き生きシニア活動顕彰」につい
て県知事に候補団体の推薦依頼があり、 6団体選出され、太宰府からは松川区ひまわり会
（会長　徳岡睦子さん）が選ばれました。「生き生きシニア活動顕彰」は、高齢者が主体的に役
割を担いながら、多世代
参画で、定期的・日常
的に継続しておこなっ
ている地域貢献活動に
贈られ、松川区ひまわ
り会の日々の活動が評
価されました。おめで
とうございます。
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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7月1日～
平成25年9月2日

寄付のお礼
●香典返し寄付

寄付者名 続柄 故人名 住　所
有岡　燵雄　様 妻 有岡　正子　　様 大町区

船越　清　　様 母 船越　ミツヱ　様 五条区

●一般寄付
寄付者名 住　所

江川　祥一　　　　　　　　　　　様 高雄台区

（株）のがみ　善光会館　筑紫会場　様 筑紫野市杉塚

緑台区自治協議会　                     様 緑台区

（有）筑紫葬祭　                          様 筑紫野市二日市中央

榊　恵美子　                             様 五条台区

（受付順）

◆今月の福祉メニュー

じゃが芋のクレープ
材料（４人分）
生地
　じゃが芋（大）４個（約700ｇ）
　玉ねぎ･･････････････1/4個
　卵（小）･･････････････１個
　薄力粉･･･････････大３～４
　塩･････････････････小1/ ２
こしょう･･･････････････少々
サワークリーム･････大３～４
チャイブ･･･････････････少々
ナチュラルチーズ･･･････適量
油･････････････････････適量

～作り方～
❶ボールに卵を溶き、薄力粉、塩、こしょう、すりおろした玉
ねぎを加えてよく混ぜ、少し休ませる。

❷この間に、じゃが芋の皮をむいて水にさらし、すりおろし
て①に加え、混ぜ合わせる。

❸フライパンに油少々を熱し、②をお玉に軽く１杯流して、
お玉の底で薄く広げる。

　全体にきれいな焼き色がついたら裏返し、両面を焼いた
ら取り出す。同様にして残りも焼く。

※生地に玉ねぎ、塩、こしょうを加えずに焼いて、ジャム、ク
リームチーズをつけて食べても良い。

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

会会 ・ 続 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）））加加入入入加入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
　『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、賛助会へご加入をお願いします。
　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

●物品寄付
寄付者名 住　所

坂口　繁好　　　　　　　　様 連歌屋区

太宰府市長寿クラブ連合会　様 白川区



※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

10月

暮らしの相談
13:00～ 16:00
予約：9/27 ～

結婚相談
10:00～ 15:00

弁護士相談
13:00～ 16:00
予約：10/11 ～

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：9/24 ～

体育の日

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

12月

暮らしの相談
13:00～ 16:00
予約：11/29 ～

結婚相談
10:00～ 15:00

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

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：11/25 ～

天皇誕生日

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

11月

暮らしの相談
13:00～ 16:00
予約：10/25 ～

勤労感謝の日

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：10/28 ～

振替休日文化の日
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総　合　相　談総
1

合 相 談
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福祉のひろば （8）

株式会社 マミーズ　太宰府店
〒818-0125
福岡県太宰府市五条 3-1-23
TEl 092-923-4300

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


