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昨年、西鉄太宰府駅にて保育所太宰府園の園児たち
が募金ボランティアとして街頭募金に参加した時
の様子です。初めてのボランティア活動にドキド
キしながら、道行く人々に一生懸命呼びかけまし
た。募金が入ると大きな声で「ありがとう」を伝え、
赤い羽根をとっても嬉しそうに渡していました。

目次

太宰府市社会福祉協議会 社協だより

今月の表紙

赤い羽根共同募金運動が始まります！
じぶんの町を良くする募金です♪
皆さまのご協力をよろしくお願いします。

（詳細は2ページをご覧ください。）



　本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行い、駅前・店頭等で地域の皆さまに
募金への協力を呼び掛けます。
　お見かけの際は、募金のご協力をよろしくお願いします。

10月1日（木） 7：30～8：30
西鉄太宰府駅
西鉄五条駅
西鉄都府楼前駅

10月1日（木） 10：00～11：00
レガネット（西鉄ストア）
明治屋ジャンボ市太宰府店
ゆめ畑太宰府店
ルミエール太宰府店
※日時・場所は都合により変更になる場合があります。

　福岡ソフトバンクホークスとのコラボバッジをはじめ、限定グッズがあります。お申込
みのうえ一定額以上の寄付をいただいた方にお礼としてお渡ししています。
　ご希望の方は、福岡県共同募金会太宰府市支会まで直接お申込みください。

ネット募金をご存じですか？
　インターネットを利用し、クレジットカード決済等で寄付する方法です。
赤い羽根データベース「はねっと」（共同募金の使いみちがネット上で確認でき
るもの）で市区町村を指定し、寄付することができます。
　また、右のQRコードをスマホで読み取ると「はねっと」の太宰府市のページ
が表示され、「この町に寄付する」ボタンより寄付することができます。

振込による寄付も受付中!
　振込による寄付をご希望の方は下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
※払込用紙の送付も可能です。

じぶんの町を良くするしくみ 2020
皆さまのご理解・ご協力・ご支援をよろしくお願いします

● 自分の住んでいる地域を良くするための募金です！
●  10月～12月までの3か月間、全国一斉に行われます！
●  お年寄りや障がいのある人、子どもやその親など、助けを必要としている人たちのために役立てられます！
● 太宰府市内で集まった寄付金のうち約75％が太宰府市内の福祉活動に、残りの25％が福岡県内の福祉活動など
に活用されています！

●  災害時には、「災害ボランティアセンター」の運営にも活用されます！

　赤い羽根共同募金は、各家庭にお願いする戸別募金のほか、街頭募金、募金箱、赤い羽根自販機（※）など様々な
形で募金協力することができます。
※赤い羽根自販機で飲み物を購入すると売上の一部が寄付されます。設置場所は8ページをご覧ください！

要申込

ホークス
コラボバッジ
2020年限定
デザインです!

はねっと

オリジナル
ボールペン
なめらかな書き味
が人気のジェット
ストリームです！

図書カード・クオカード
500円分の金券として
使用できます。

赤い羽根共同募金ってなぁに？

いろんな協力方法があります!

お問い合わせ： 福岡県共同募金会太宰府市支会（太宰府市社会福祉協議会）　TEL：923-3230　FAX：923-0578

街頭募金を
実施します!

大人気!!!
共同募金会
限定グッズ

新しい
募金方法の

ご紹介

500円以上の寄付で… 1,000円以上の寄付で…

※実物大
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ひ
ろ

がれ！地域の輪

声を聞いてつながりを感じよう！
●もっとも手軽な方法の一つです。特別な用件がなくても、会話することで、気にかけてくれているということが伝わります。

コミュニケーションのきっかけづくりに！
●イラスト入りの絵葉書を購入、または絵手紙を描き、メッセージを一言二言添えて送る
●コロナ詐欺の注意喚起のニュースレターを作成し、高齢者への情報提供を行う
●手芸の得意な方でマスクを作り、訪問してお届け　等

離れていても共通の取り組みを行うことで、つながりの意識を維持！
●家でできる体操や脳トレのプリントを配布　等

（出典：大阪市社会福祉協議会　「集まれなくてもつながる方法」）

　これらの方法は、あくまでも一例です。普段の活動を振り返り、「今で
きること」を地域の皆さんで考えながら、あらゆる方法を検討してみま
しょう！
　少しでも不安がある場合は、決して無理をせず、今できる範囲の取り
組みを続けましょう。それがつながりを絶やさないための第一歩です！

　新型コロナウイルスの影響により、各地域で行われているサロン活動等の「通いの場」の実施が難しい状況にあ
ります。各地域においても、参加者からのサロン活動再開を待ち望む声と、見えない新型コロナウイルスへの不
安との間で頭を悩ませているとの声が聞かれます。
　従来のように、みんなで気軽に集まることが難しい状況ではありますが、これまで皆さんが築き上げてきた「つ
ながり」を絶やさない活動方法を考えてみませんか？

～コロナ禍における地域のつながりづくりを考える～

　平成24年から継続してプルタブの回収に取り組み、8年の歳月を
経て、アルミ製の車いす1台を購入することができました！
　購入した車いすは、必要とされる方にご活用いただきたいとの思
いから、8月20日（木）太宰府市身体障害者福祉協会へ贈呈しました。

　プルタブやペットボトルキャップを回収する取り組みは、以前から全
国的に広がりつつありましたが、「この近くでどこに持ち込んだらいいの
かわからない」「どれだけ集まったか量ってくれると嬉しい」等の地域の
方々のお声が後押しとなり、本会でも取り組み始めました。
　皆さんからお預かりしたプルタブとキャップは、リサイクル業者にて
換金後、プルタブ分は車いす購入費用として積み立てし、キャップ分は
「世界の子どもにワクチンを日本委員会」へ送金しています。
　当初、身近に取り組める支援活動としてスタートしましたが、現在で
は自治会をはじめ、学校や福祉施設、その他多くの方に一緒に取り組ん
でいただいています。皆さんありがとうございます。
　今後も引き続き、プルタブ及びペットボトルキャップの回収を実施し
ていきますので、ご協力よろしくお願いします。
※なお、受領証が必要な場合は窓口にてお知らせください。
　（計量にお時間をいただきますので、後日郵送させていただきます。）

お問い合わせ： 太宰府市社会福祉協議会　総務課　TEL：923-3230　FAX：923-0578

肢体不自由な障がい者が社会参加
するための大事なツール、車いすを
集いの場に十分に設置することは
私たちの願いでありました。

今回プルタブ回収での寄贈第１号となり、
車いすを御恵贈いただき、お礼申し上げます。

また、この活動を通して地域福祉に
寄与できますよう、

私たちも取り組みたいと思います。
太宰府市身体障害者福祉協会

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

電話でつながる

手紙・お届け物でつながる

おうちでできることをシェア

太宰府市身体障害者福祉協会に車いすを贈呈しました！
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ただいまボランティア
ハンドブック製作中！！
　太宰府市NPOボランティアセンター「うめさろ
ん」と社会福祉協議会で、「ボランティアハンドブッ
ク」を製作しています!!
　この「ボランティアハンドブック」は、ボランティ
アの基礎知識や心構え、ボランティアを無理なく
続けるコツや関連情報等を紹介しています。
　「うめさろん」と社会福祉協議会に配架予定です。
　初めてボランティア
活動の一歩を踏み出す
際に、またすでに活動し
ている人が自分の活動
を振り返る際に、是非ご
活用ください。

「太宰府を美しくする友の会」
式典開催中止のお知らせ

　
　例年11月に開催している、「太宰府を美しくす
る友の会」式典は、新型コロナウイルスの感染拡大
の状況を鑑み、やむを得ず中止とさせていただき
ました。
　“太宰府を美しくする友の会”は「お互いに助け
合い、協力し合ってまちの美化に努め、清潔で住
みよいまちづくり」を目標に昭和49年から活動を
はじめ、今年で46年目を迎えました。
　現在15団体が加入し、総勢約240名の会員が「史
跡地を多く抱える観光地“太宰府”を訪れる方々
に、美しい街を見ていただきたい」という思いか
ら、史跡地や公園、公民館などを毎月清掃してい
ます。

被災地を応援したい皆さんへ
災害ボランティアの心構え
　
　近年日本では、地震や台風、豪雨等の自然災害
が多数発生しています。
　その際被災地で様々な活動を担う「災害ボラン
ティア」が大きな役割を果たしています。
　災害が発生したら、すぐにでも被災地へ駆け付
けたいという思いがあるかもしれませんが、行く
前に被災地の状況を確認することが大切です。
　災害や被災地よって求められるニーズは異なり
ますので、ボランティア活動を支援・推進している
全国社協福祉協議会などのSNSやウェブサイトで
最新の情報を必ず確認しましょう。

被災地へ行く前に準備することは？
★正確な情報の収集
★食事や宿泊先、往復の交通手段の確保
★ボランティア保険の加入
★被災地に負担をかけない持ち物
※ 災害の種類や活動時期によって活動時に必
要な服装や持ち物が異なるため、状況に合
わせて準備しましょう。

　新型コロナウイルス感染拡大の懸念がある現
状では、災害ボランティアの受入れ地域が制限さ
れるなど、被災地で活動することが難しい場合も
あります。そのような状況でも、義援金に協力す
ることで被災地への支援につながります。自分に
あった活動方法で被災地を応援しましょう！

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

9月9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。

（出典：政府広報オンライン「被災地を応援したい方へ」）
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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

総合支援資金 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、貸付により自立が見込まれる世帯に対し、生活再
建までに必要な生活費用等を貸し付けます。

福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で、または自立した生活を送
るために、一時的に必要になる費用を貸し付けます。
また、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を貸し付けます。

教育支援資金 低所得世帯に対し、その世帯に属する者が高等学校、大学等に就学するのに必要な費用を貸し
付けます。また、入学に際し必要な費用を貸し付けます。

不動産担保型
生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付けます。

※他の制度の支援が受けられる場合は、そちらが優先となります。
※資金の種類によって対象や貸付条件が異なります。詳細については本会までお問い合わせください。
※貸付条件に当てはまる場合でも、返済能力等の状況により貸付が受けられない場合があります。
※貸付にあたっては、福岡県社会福祉協議会が審査を行います。

　「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉
及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
　本制度は、福岡県社会福祉協議会を実施主体として、太宰府市社会福祉協議会が窓口となって実施しており、
世帯単位の状況に合わせて必要な資金の貸付を行います。
貸付対象
・低所得世帯（市町村民税非課税程度）　・障がい者世帯　・高齢者世帯
資金種類

サロン活動で地域のつながりを作ろう！
　私たちは、実習を通して様々なサロン活動に参加しました。中でも松川区
ひまわり会では、新型コロナウイルスの影響で約5ヶ月ぶりの開催でしたが、
開催を心待ちにしていた40名以上の方が集まりました。今回は自粛で体を
動かす機会が減った高齢者に対して、家でも簡単に行えるようなストレッチ
を、皆さんで和気あいあいと取り組みました。
　また、ふれあいサロン五条でもたくさんの人が集まり、熱中症予防のため
に経口補水液の手作り体験や身体機能を測定した結果をもとに健康につい
ての意識を高めていました。そのあと、新型コロナウイルス対策をとったう
えで、スタッフの方たちが作ったご飯を食べながら交流を深めていました。
　これらのサロンに参加し、スタッフと参加者の笑顔を見る中で、「サロン
活動があって良かった」「久しぶりにいろんな人に会えて楽しかった」という
声を聞くことができました。改めてサロン活動は、高齢者にとって交流の場、
仲間づくりの場として、地域のつながりを深める力を持っていることを実感
しました。
　太宰府市では高齢者を対象としたサロン活動が盛んに行われています。
皆さんもぜひお住まいの地域のサロン活動に参加してみませんか？

生活福祉資金貸付制度のご案内

　さまざまな立場から“ふくし”に関わる地域の
皆さんの視点を通して「福祉＝ふだんのくらしの
しあわせ」を考えるコーナーです。

8/17～9/17の間、社会福祉士の資格取得のために社会福祉協議会
で実習をしました。実習を通して、地域の方と関わることができ、
普段の大学生活では学べない現場の声を知ることができました。
私たちにとって、とても貴重な経験となりました。

第9回
筑紫女学園大学 権
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ふだんのくらしのしあわせを考える

ストレッチを頑張る
参加者の皆さん

手作り経口補水液を手に
笑顔のスタッフの方々

松川区ひまわりサロン

ふれあいサロン五条
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社協福祉まつり
「出会いの広場2020」中止のお知らせ
　令和2年11月14日（土）に開催を予定してお
りました社協福祉まつり「出会いの広場2020」
は新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、
中止となりました。
　社協福祉まつり実行委員会において、開催の
可能性を模索してまいりましたが、参加者、関係
者の健康・安全面を第一に考慮した結果、やむを
得ず中止の判断をいたしました。
　ご理解くださいますようお願いいたします。

　手芸ボランティア あいの会では、手芸の得意な会員の皆
さんがその技術を生かしてイスやスタイ（よだれかけ）など
を作り、地域の福祉活動団体や福祉施設等へ寄付する活動を
されています。
　あいの会は、現在も感染拡大防止対策をとりながら、活動
を続けています。
　5月末に障がい者支援施設 福岡光明園より「マスクを作っ
てもらえる団体を紹介して欲しい」との問い合わせを受け、
あいの会へ相談したところ、快く引き受けていただきました。
　完成した100枚のマス
クは1枚ずつ丁寧にパッ
ケージされて届けられ、受
け取られた施設の方は、心
のこもったマスクに大変
喜ばれていました。

児童相談所全国共通ダイヤル 「189（いち・はや・く）」
（お住まいの地域の児童相談所につながります。出産・子育てに悩む方からの相談も受付可能です。）

※24時間　365日　受付可能

　子育てにおいて、しつけと称して叩いたり怒鳴ったりすることは、子どもの成長に悪影響を及ぼして
しまう可能性があります。令和2年4月には、親権者等は児童のしつけに際して体罰を加えてはならない
ことが法律に明記されるなど、法整備も進められており、今後、社会全体で児童虐待防止の取り組みを推
進していくことが重要になってきます。
　保護者による虐待の背景には、子育てへの戸惑いや不安などに加え、保護
者自身が悩んでいることを誰にも相談できず、孤立している場合があります。
　地域に住む皆さんがお互いに少しずつ気に掛け合うことで、虐待を受け
ている子どもやその保護者を守ることにつながります。

コロナに負けるな!!

お問い合わせ： 社協福祉まつり実行委員会事務局
 （太宰府市社会福祉協議会内）
 TEL：923-3230　FAX：923-0578

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

地域のみんなで守ろう! 子どものしあわせ・親のしあわせ
11月は「児童虐待防止推進月間」です

「児童虐待かも」と思ったら

子どものことについて、悩みや不安をお持ちの皆さんへ
　子育てに不安や悩みを抱えている方の相談窓口
があります。一人で抱え込まず、まずは相談して
みませんか。
　また、子育てサロン等のともに子育てに励む方
の居場所づくり活動に参加したり、子育ての先輩
であるサロンスタッフに話を聞いてもらうことな
ども負担感を軽減する方法の一つです。
　親自身がSOSを出すことで、周囲の人に気付い
てもらうことができます。
　子育てに困っている、悩んでいる場合は、迷わず
助けを求めましょう！

❶子育て支援センター たんぽぽクラブ
　（保育所太宰府園内）　TEL：922-4611
❷ちくし・子育て支援センター
　（筑紫保育園内）　TEL：923-7350
❸太宰府市子育て支援センター　TEL：919-6001
❹太宰府市家庭児童相談室　TEL：924-0084
※ 相談は土・日・祝・年末年始を除く平日8：30～17：00で受付
可能です。
　②のみ9：00～18：00での受付となります。

太宰府市内の主な相談窓口

手芸ボランティア あいの会の取り組み
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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。
※新型コロナウイルス対策のため、手洗い・マスク着用をお願いします。

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

予約・お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 結婚に関する相談（相談時間30分） 要予約
（5営業日前から受付）

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　榊

さかき

 恵
え

美
み

子
こ

 様
行 政 区　五条台区

香典返し寄付
寄付者名　松

まつ

山
やま

 高
たか

子
こ

 様
故 人 名　松

まつ

山
やま

 勝
かつ

利
とし

 様
続　　柄　夫
行 政 区　五条区

物品寄付
寄付者名　
株式会社エスケイエンジニアリング 様
行 政 区　筑紫野市
　㈱エスケイエンジニアリング
様より自動消毒噴射器等のご寄
付をいただきました。玄関入口
及び窓口に設置しています。

寄付のお礼
令和2年7月9日
～9月7日

新型コロナウイルス
感染拡大防止に関するお願い

下記の対策にご協力をお願いいたします

総合福祉センターの利用
来館前の検温（お済みでない方は窓口での検温も可能です）
マスクの着用
手洗い・手指などの消毒の徹底
定期的な窓やドアの開閉による換気➡「3密」（密集、密接、密閉）の回避
部屋使用後の机、椅子等の消毒（消毒セットはご用意しています）

レクリエーション用具等の貸出
 貸出を中止しているものがありますので、借用を希望される場合は、
事前にご連絡ください。（ホームページでもご確認いただけます）
貸出物品は返却前に消毒をお願いしています。

福祉バスの運行
下記のとおり一部変更しています。

　●利用時間　8：30～16：00
　●利用定員　10名～13名
 マスクの着用、車内の換気、体調(体温)の事前チェックを行い、無理
のない運行計画をお願いいたします。

　皆さまに安心してご利用いただけるよう、引き続きご理解とご協力
をどうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせ　太宰府市社会福祉協議会　TEL：923-3230　FAX：923-0578

｜   令和2年10月号（No.132） 7寄付のお礼・新型コロナウイルス感染拡大防止に関するお願い・無料相談窓口



飲み物を購入すると売り上げの一部が
“赤い羽根共同募金”に寄付される自販機です。
普通の自販機と同じ条件・内容で、
さらに社会貢献ができます♪
設置・置き換えは基本無料です!
お気軽にお問い合わせください!!

※ 右のQRコードより本会ホームページ掲載中の自販機マップもご覧いただけます。

募集締切： 10月15日（木）
応募資格： 太宰府市在住・在学・在勤の方
応募方法：  応募用紙に写真データ（USB、CD-R等）

を添えてご応募ください。
 ※ 応募用紙は本会窓口または本会ホームページよ

り入手できます。
 ※ メールでの応募の場合、本文中に応募用紙の各

項目についてご記入いただければ応募用紙の添
付は不要です。

 ※応募にあたっては応募規定をご確認ください。

　応募作品の中から、皆さんの投票により最優秀
作品、優秀作品を決定します。
　最優秀作品は社協だより「ふくしのひろば」令和
3年2月号の表紙を飾ります！（入賞者には副賞と
してクオカード進呈）
投票場所： 総合福祉センター1階ロビー
投票期間： 11月2日（月）～30日（月）
投票資格：  どなたでも（投票はお一人様1回限り）

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♪

社協広報委員会では、今年もフォトコンクールを開催します！
まだまだ作品募集中♪皆さんの応募＆投票をお待ちしています！

★鹿子生整形外科医院　　　★太宰府ひまわり保育園
★福岡光明園　　　　　　　★ダスキン向佐野支店
★秋山公民館　　　　　　　★ゆめ畑太宰府店
★通古賀公民館　　　　　　★太宰府市役所
★高雄台公民館　　　　　　★太宰府市総合福祉センター

設置者募集

お問い合わせ： 福岡県共同募金会 太宰府市支会（太宰府市社会福祉協議会）　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　FAX：923-0578

今年もやります！

社協だより「ふくしのひろば」
フォトコンクール2020 

作品募集について 入賞作品の選定について

作品テーマ： わたしの〇〇な仲間

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

\作品大募集/

赤い羽根自販機でじぶんの町を応援しよう!

設置者の皆さまご協力ありがとうございます！
太宰府市内には現在10台設置されています。

赤い羽根
自販機とは…

太宰府市支会
オリジナルデザイン
（福岡光明園設置分）

自販機マップ

  令和2年10月号（No.132）｜8 フォトコンクール2020・赤い羽根自販機設置者募集


