
この広報誌は共同募金の配分金及び賛助会費で作成されています。（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。）
社協だよりの音声テープ、点字版の貸出も行っています。ご希望の方は社協までお問い合わせください。

「セカンドハンド」の取り組みが広がっています♪
子ども応援グループLYKKE（筑紫女学園大学）

お知らせ
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赤い羽根自販機マップができました♪ ………………… P 8
写真投稿コーナー作品募集！ ……………………………… P 8

筑紫女学園大学の子ども応
援グループLYKKEが取り組

む「セカンドハンド」という活動の一コマです。
「セカンドハンド」とは、子育てを終えて不要になっ
たものを無料で譲り受け、現在必要とする方へお渡
しするチャリティ活動です。
社会福祉協議会の1階にも回収ボックスを設置して
います！皆さんのご家庭に眠っている子ども服や
おもちゃ、絵本等ぜひお持ちください♪
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　令和2年度は、住民主体の理念に基づき、地域福祉の更なる推進を目指すとともに、市
民の皆さまへの福祉関連情報の発信、地域の福祉ニーズに対応した社会資源の情報冊子づ
くり、様々な悩み事について気軽に相談できる窓口や体制等の充実を図ります。
　また、地域社会からの孤立の防止とともに多世代の交流や多様な活躍の場を確保しなが
ら、高齢者支援、障がい者支援、子育て支援及び生活困窮者支援に努めてまいります。
　様々な地域課題に対しては、支援をする側受ける側の関係ではなく、誰もが活躍できる
地域共生社会の構築を目指し、連携補完の視点をもって各事業に取り組んでまいります。

社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会

令和2年度 事業計画及び一般会計予算

基本方針

　今後とも、市民の皆さまに身近に感じ
られる社協を目指しながら、住民主体に
よる福祉コミュニティづくり、助け合い
支え合いの関係づくりを全力でサポー
トしてまいります。
　市民及び関係者の皆さま、これまで同
様にご理解ご支援、ご協力の程、よろし
くお願い申し上げます。
※ 「事業計画書」及び「一般会計予算書」は、本会窓
口またはホームページにてご覧いただけます。

社協だより「ふくしのひろば」、
ホームページ、各種研修会、講演会等

社協福祉まつり「出会いの広場」、
ボランティア活動支援等

総合相談事業、ほのぼのサービス（日常生活
自立支援事業）、生活福祉資金貸付制度等

ひまわり会、たんぽぽ
クラブ、太宰府子ども
ふれあい広場等

福祉関連情報の発信

多世代交流・多様な活躍の場支援

身近な相談支援

地域の居場所づくり支援
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太宰府市社会福祉協議会経営 保育所太宰府園経営

一般会計
予算

　今後、高齢化が進むことにより、介護サービスの需要が
高まり、担い手（介護人材）の不足や介護保険料の上昇な
ど、住民の負担が増えていくことが予想されます。そうな
らないように、住民主体による地域の支え合い活動を推
進し、NPO、民間企業、社会福祉法人、地縁組織、協同組合、
シルバー人材センター等の“多様な主体”が高齢者を支え
る様々な生活支援・介護予防サービスをより効果的に提供
できるよう、相互の協力体制を整備する取り組みです。

　そんなことはありません！すでに地域で行われている
様々な活動も支えあいにつながっています。より多くの
方に参加いただくことで、その輪を広げていきましょう。

　高齢者の日常生活を支援していく取り組みですので、や
はり地域が一体となることが重要です。まずは本事業を
みなさんに知っていただくため、小地域福祉活動（ひまわ
り会活動）や老人クラブ等の定例会などに参加させていた

だき、本事業の説明を通して地域のことを考えてもらう
きっかけづくりに取り組んでいきます。
　併せて、地域の活動について把握し、情報を共有するこ
とで、地域の強みに目を向け、活動の活性化を図ります。
　また、地域の皆さんが自分たちの暮らす地域について
考える「話し合いの場」（＝協議体）を設置し、地域の困り
ごとについて考えていく予定です。

　まずは一人一人が生きがいを持って仲間を増やし、楽
しみながら日常生活を送ることができるよう、次のこと
を心がけ、実践していきましょう。
● バランスのとれた食事、適度な運動、睡眠により、日々
を健康的・活動的に過ごす（介護予防）
● 地域の活動に積極的に参加する
　（生きがい・つながりづくり）　等
　地域の居場所づくり活動への参加などを通して、自分
も地域も元気になることが大切です。
　皆さんも地域の活動に積極的に参加して、自身の健康・
生きがいづくり、地域住民同士の顔の見える関係づくり
に取り組みましょう！

■ 通常保育
■ 特別保育
 •  延長保育
 •  障がい児保育　他

■ 地域子育て拠点事業
 •  グループ活動
 •  出前保育（パフ）
 •  園庭開放
 •  青空文庫
 •  給食体験たんぽぽCafé
 •  子育て講座（ポポ）

■ 地域福祉推進事業等
 • 社協だよりの発行
 •ほのぼのサービス事業
 • 総合相談事業
 • 福祉委員活動の推進
 •ひまわり会及びサロン活動支援
 • 子育てサロンの推進
 • 社協福祉まつり「出会いの広場」開催
 • 認知症キッズサポーター養成講座
 • 移送サービス事業
 • 福祉用具貸出
 • 福祉体験イベント開催
 • 福祉バスの運行

 • 手話奉仕員養成講座（市受託事業）
 • 傾聴ボランティア養成講座の開催
 • 総合福祉センター運営
 • 共同募金事業　他

■ 生活支援体制整備事業
 （市受託事業）
 •  地域における支え合い助け合いの
体制づくり

■ 老人福祉センター経営
 （市指定管理事業）
 • 相談事業
 •レクリエーション等

収入
336,138,000円

支出
338,345,000円

【社会福祉協議会】
地域福祉推進事業　等
154,817,000円

【社会福祉協議会】
地域福祉推進事業　等
157,024,000円

【社会福祉協議会】
生活支援体制整備事業
（市受託事業）
8,000,000円

【社会福祉協議会】
生活支援体制整備事業
（市受託事業）
8,000,000円

【社会福祉協議会】
老人福祉センター経営
（市指定管理者事業）
13,533,000円

【社会福祉協議会】
老人福祉センター経営
（市指定管理者事業）
13,533,000円

【保育所太宰府園】
通常保育事業
特別保育事業
地域子育て支援拠点事業
159,788,000円

【保育所太宰府園】
通常保育事業
特別保育事業
地域子育て支援拠点事業
159,788,000円

拠点1 拠点2

どうやって進めていくの？

生活支援体制整備事業とは

私たち一人一人にできることは？

新しく何かを始めないといけないの？

本会が太宰府市から委託を受けて取り組んでいる「生活支援体制整備事業」についてご紹介します。
地域の支え合いをすすめよう!（生活支援体制整備事業）

※収支差額は前期末支払資金残高で調整します。
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小
地

域
福祉活動を応援します!!

　本会では小地域福祉活動の支援の1つとして、公益財団法人等が実施し
ている助成事業の情報をホームページ等でお知らせしています。助成対
象は「地域ボランティア活動の支援」「子ども、高齢者、障がい者の支援」
「高齢者によるボランティア活動」等で、住民の主体的な参加による地域で
のボランティア活動において必要な物品等の購入費や事業費等が対象と
なっています。

行政区を単位として、そこに生活する住民が、住み
慣れた地域で安心するために“困ったときはお互い
様”の気持ちで支え合う住民主体の理念に基づいた
自主的な活動です。

小地域福祉活動（ひまわり会活動）や子育てサロン、自治会や福祉施設等が行う
地域交流活動などに無料で貸出しています。是非、ご利用ください。

今回は、昨年度の年間貸出人気ランキングと利用団体ランキングをご紹介します！

民間助成金のご案内

お知らせ
4月からバーベキューセット
の網は利用団体にてご用意
いただくことになりました
ので、ご了承ください。

子ども達は、おもちゃを使って自由に遊んでいます。
1番人気は、ホールいっぱいに広げたわくわくハウス
のボールの中を思いっきり走り回ることと、たんぽぽ
クラブの先生のエプロンにたくさん集めて３・２・１と
号令をかけ、打ち上げる“打ち上げ花火”です。

小地域福祉活動（ひまわり会活動）とは…

※令和元年度　助成事業

公益財団法人 みずほ教育福祉財団 老後を豊かにするボランティア活動資金
社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会 地域ボランティア活動支援のための助成事業
公益財団法人 車両競技公益資金記念財団 高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成
公益財団法人 ヤマト福祉財団 ヤマト福祉財団障がい者福祉助成金
生命保険協会 元気シニア応援団体に対する助成活動
公益財団法人 大和証券福祉財団 ボランティア活動助成・こども支援活動助成
＊各実施元による審査があります。（本会による審査はありません。）
＊助成事業ごとに募集時期や応募の資格、対象等が異なりますので、各助成事業団体のホームページ等でご確認ください。

レクリエーション用具のご紹介

太宰府市社会福祉協議会　総務課　TEL： 923-3230お問い合わせ

※貸出用レクリエーション用具・
　おもちゃ一覧は、ホームページにて写真付きで紹介しています。
　（ホームページのQRコードは8ページにあります）
※利用を希望される方…社会福祉協議会の窓口まで印鑑をご持参の上、お越しください。
　（貸出中で在庫が無い場合もございますので、事前にお問い合わせいただくことを
　おすすめします。）
※営利目的でのご利用は禁止しています。
※個人への貸出は行っておりませんので、ご了承ください。

レクリエーション用具・おもちゃ部門

利用団体

1位： 輪投げ
2位： フロア玉入れ
3位： ストライクボード

1位： 子育てサロン
2位： 老人会
3位： ひまわり会

輪投げ フロア玉入れ ストライクボード

星ヶ丘子育てサロン まんまるクラブさんからのコメント
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ペットボトルキャップ

ペットボトルキャップ及びプルタブ回収にご協力ありがとうございます
プルタブ

●協力団体
•  太宰府西小学校
•  水城西小学校
•  水城台区自治会
•  長浦台区自治会
•  つつじヶ丘区自治会
•  梅香苑ふれあいサロン
•  21世紀を担う子どもの健全な育成を願う会
•  デイサービスセンター 同朋
•  西日本高速道路サービス九州株式会社　他

※累計数量は平成24年度からです

●協力団体
•  太宰府西小学校
•  水城西小学校
•  水城台区自治会
•  長浦台区自治会
•  梅香苑ふれあいサロン　他

●ペットボトルキャップのゆくえ
個人•団体様
▼ 

太宰府市社会福祉協議会
▼ 

リサイクル業者(換金します)
▼ 

太宰府市社会福祉協議会(送金します)
▼ 

世界のこどもにワクチンを日本委員会
▼ 

アジア•アフリカ等の発展途上国に
ワクチンが届きます。

2kg（約800個）で
ポリオワクチン1人分

世界の子どもたちに使われます。

800kg（約160万個）で
アルミ製車いす1台分

H24年度から回収を開始し、いよいよ
今年度は1台購入の予定です！

＊その他、多くの市民の皆様より心温まるご協力をいただいております。

ペットボトルキャップ累計
重量  7,170kg（約286.8万個）
ワクチン約3,585人分

プルタブ累計
重量  906kg（約176万個）
車いす台数　約1台分

“2020年度太宰府市ボランティア・
市民活動団体一覧”が完成しました！
　“団体一覧”は、市内のボランティア団体や市民
活動団体をまとめた冊子で、毎年、太宰府市NPO・
ボランティア支援センター「うめさろん」が発行し
ているものです。本会では、今年度も引き続き、
企画・編集に携わり、登録ボランティア団体（※）等
の情報を掲載しています。
　6月中旬より、市内の公共施
設等へ配架される他、本会ホー
ムページよりダウンロードする
こともできますので、是非ご活
用ください。

※ 令和2年5月末時点で本会へ登録が
あり、掲載の了承を得た団体のみ。

ボランティア登録（個人・団体）募集中
ボランティア登録って??
　社協の事業や地域行事、サロン活動、福祉施設
などでボランティアとして活躍してくださる方に
“ボランティア登録”をお願いしています。
活動の一例
★車の運転が好きな方➡移送サービスボランティア
★ 楽器の演奏や踊り、マジック等のパフォーマン
スができる方や団体➡地域行事、サロン活動、
福祉施設でのボランティア
★福祉施設の夏祭り等、イベントのお手伝い
★各種ボランティアグループでの活動
　ご登録いただいた内容に応じて、ボランティア
活動の紹介やボランティア募集情報のメール配信
（個人の希望者のみ／不定期）をしています。

•登録は個人・団体問いません。
• 登録にあたって費用は掛かりませんが実際に活
動する際には、交通費等の実費が発生する場合
があります。
• 安心してボランティア活動に取り組むことがで
きるよう、ボランティア活動保険への加入をお
すすめします。
• 各種ボランティア団体での活動も可能です。
• 原則1年ごとの更新制です。
※ 本会ホームページ「ボランティア募集情報」もご覧くだ
さい。

ボランティア
みんなの掲示板

※ 問い合わせ先の記載がないものは社会福祉協議会までご連絡
ください。
お問い合わせ： 太宰府市社会福祉協議会 地域福祉課
 TEL：923-3230　FAX：923-0578

5月13日現在の情報です。
内容に変更や締切が生じている

場合があります。

｜   令和2年6月号（No.130） 5ボランティア掲示板・キャップ及びプルタブ回収



太宰府市立老人福祉センターって知っていますか？
遊びにきて下さいねー!!

6月 リズム体操 七夕交流会 お役立ち講座
7月 いきいき健康体操 お楽しみ交流会
8月 リズム体操
9月 いきいき健康体操 お役立ち講座

10月 リズム体操 お楽しみ交流会
11月 いきいき健康体操 秋の音楽会
12月 リズム体操 園児交流会
1月 いきいき健康体操 鏡開き交流会
2月 リズム体操 お役立ち講座
3月 いきいき健康体操

イベント情報

※毎月第3水曜日は健康チェックです。看護師が体重と血圧を計ります。
　★健康上気になる事をご相談下さい。
※お役立ち講座… 地域包括支援センターより高齢者支援について等

※ 内容に変更が生じる場合もありますので、
あらかじめご了承ください。

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関等をご利用の上お越しください。

太宰府市白川2番3号　TEL：923-3230
「市役所前」バス停から徒歩約5分
男女共同参画推進センタールミナスの隣

月～土曜日　9：30～16：30
（お風呂　10：00～15：30まで）

日曜・祝祭日・年末年始（12/28～1/4）
及びセンター指定日 ※市内60歳以上の方が対象となります。

場　所 料　金

開館日

休館日

入館料 60歳以上 60歳未満
市内 100円 200円
市外 200円 200円

特別利用料※ 3ヵ月 半年 年間
2,000円 3,500円 6,000円

ヘルストロン使用料 50円（入館料別）

★お風呂（男湯・女湯）
★ヘルストロン（有料）
★マッサージチェア
★フットマッサージャー
★バンパー（玉つきゲーム）
★囲碁・将棋・オセロ
★カラオケ
★ダーツ　など

日程が決まりましたら
ホームページ等で
ご案内いたします 太宰府の歌姫 岩㟢記代子先生ミニコンサート

お楽しみ交流会

いきいき健康体操

秋の音楽会

保育所太宰府園園児との交流会

毎年
恒例
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※結婚相談以外は、お電話での相談も可能です。　※相談日が祝日の場合は、中止とさせていただきます。

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）

太宰府市社会福祉協議会
TEL：923-3230

場　　所

問い合わせ無料相談窓口
ご利用ください !

名称 日程 時間 内容 予約

一般相談 第1～第4
水曜日・金曜日 10時～15時 心配ごとや悩みごと何でも相談 不要

行政相談 第1金曜日 10時～15時 国・県・市町村など行政に関する相談 不要

結婚相談 第1・第3土曜日 10時～15時
（受付は14時半まで） 結婚に関する相談 不要

障がい者相談 第2木曜日 10時～12時 障がい者福祉に関する相談 不要

弁護士相談 第2火曜日
第4土曜日 13時～16時 法律に関する相談（相談時間30分） 要予約

（15日前から受付）

暮らしの相談 第2土曜日 13時～16時 遺言・相続問題・離婚・消費生活トラブルなど
に関する相談（相談時間30分）

要予約
（15日前から受付）

あんしん相談 第3木曜日 13時～16時 成年後見制度に関する相談（相談時間60分） 要予約
（随時受付）

一般寄付
寄付者名　諌

いさ

山
やま

　 敏
とし

雄
お

 様
行 政 区　国分区

寄付者名　深
ふか

川
がわ

　フ
ふ

ユ
ゆ

 様
行 政 区　通古賀区

寄付のお礼
令和2年3月13日
～5月13日 賛助会員（新規・継続）加入のお願い

「共生と共創のまちづくり」の実現のため、
市民の皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。

1口　10,000円特別賛助会費1口  　1,000円一般賛助会費

賛助会員
加入手続き

令和元年度
実績

★本会の窓口にて、加入の受付をしています。
★金融機関から振込をすることもできます。
　振込口座　筑紫農協　太宰府中央支店　
　　　　　　普通　№　0033326
　口座名義　福

ふく

）太
だ

宰
ざい

府
ふ

市
し

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

※ いただいた会員様の個人情報は、賛助会員の目的以外に利用
することはありません。

　松川区松栄会様の総会に伺
い、32名の方にご加入いただ
きました。ご協力ありがとう
ございました。
　お電話いただければ、自治
会等の例会やひまわり会・サ
ロン等、ご指定の場所へ職員
が加入手続きにお伺いします
ので、お気軽にお問合せくだ
さい。

　新型コロナウイルスの影響
で家で過ごす時間が増え、生
活リズムが大きく変化してい
ませんか？社協ホームページ
では、睡眠の大切さを伝える
「みちざねくんとチュー太の
すいみんこうざ」の動画を公
開しています!!

件数 金額
一般賛助会員 739件 948,000円
特別賛助会員 47件 500,000円

計 786件 1,448,000円

みんなで見よう!!

すいみんこうざ

｜   令和2年6月号（No.130） 7寄付のお礼・すいみんこうざ・賛助会員募集・無料相談窓口



赤い羽根自販機マップができました♪
　市内に設置されている10台の赤い羽根自販機を地図上
で見ることができるようになりました。羽根をクリックす
ると場所と写真が表示されます。かわいいデザインの自販
機もありますよ！ぜひご覧ください♪
　社会福祉協議会ホームページから簡単にアクセスするこ
とができます。

例えば… 大好きな仲間、自慢の仲間、尊敬する仲間、最高の仲間など　
あなたをハッピーにしてくれる仲間をご紹介ください♪

受付期間： 令和2年4月1日（水）～10月15日（木）
応募資格：  太宰府市在住・在学・在勤の方
 　（年齢不問、プロ・アマ問いません）

社協だより「ふくしのひろば」であなたの写真を紹介しませんか？
応募作品は11月開催の「社協福祉まつり“出会いの広場”」会場に展示し、来場者による投票を行います。

最も得票が多かった作品は、社協だより2月号の表紙を飾ります！

　飲み物を購入するとその売り上げの一部が赤い羽根共同募
金に寄付される自動販売機のことです。
　普通の自動販売機と同じ条件・内容で、さらに社会貢献
できる自販機です。
　この機会に赤い羽根自販機への設置・置き
換えをぜひご検討ください！

　たくさんのご応募お待ちしています！
　詳細はホームページをご覧ください。応募要領・応募用紙はホームページ
よりダウンロードできます。 QRコードはコチラ

応募作品は選考の上、社協だより・ホームページに掲載します！
（応募多数の場合は一次選考を行う場合があります）
集まった作品を11月開催の社協福祉まつり会場にて展示し、
来場者投票により優秀作品を決定します！（予定）
※副賞としてクオカード進呈!!

最優秀作品は社協だより「ふくしのひろば」（令和3年2月号）
の表紙に採用します！

じぶんの町を良くする自販機

赤い羽根自販機ってなぁに？

お問い合わせ： 福岡県共同募金会 太宰府市支会（TEL：923-3230）

お問い合わせ： 太宰府市社会福祉協議会　広報委員会　TEL：923-3230

写真投稿コーナー 作品募集！

ポイント１

ポイント2

ポイント3

令和2年度テーマ： わたしの〇〇な仲間

2019年度最優秀作品
“つまんでごらん　おとさないでね”（投稿者：ひまわり会さん）

発行 配信
社会福祉法人 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
Mail：dazaifushakyo-goiken@extra.ocn.ne.jp

ホームページもご覧ください

右のQRコードからも、太宰府市社協のホームページへ
簡単にアクセスできます！

太宰府市社会福祉協議会 検索

あなたの写真が
社協だよりの

表紙を飾るかも！

  令和2年6月号（No.130）｜8 赤い羽根自販機マップ・写真投稿コーナー作品募集


