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学業院中学校の生徒や先生、地域の方、地域コー

ディネーターさんが想いを込めて1枚1枚手作りさ

れました。

お預かりしたマスクは、太宰府市社会福祉法人連

絡会加入法人へ配分し、有効に活用させていただ

きます。

トピックス

太宰府市社会福祉協議会 社協だより

今月の表紙
お知らせ
社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会

 令和3年度事業計画及び一般会計予算 ………………P 2～3
地域の支え合いをすすめよう! （生活支援体制整備事業）パート2

 生活支援コーディネーターが地域の支え合いを推進します！ …P 3
福祉バス利用についてのお知らせ …………………………P 7
保育所太宰府園正規職員（保育士）募集 ……………………P 8

ひろがれ！地域の輪
サロン活動のマンネリ化防止に！

 ～健康体操DVDのご紹介～ …………………………………  P 4

マスクでつながる地域の輪
力を合わせてコロナ禍を乗り切ろう！

学業院中学校生徒会様より手作りマスクなどのご寄付をいただきました。



社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会

令和3年度 事業計画及び一般会計予算
　令和３年度は、“住民主体の理念”を柱として、支援をする側受ける側の関係ではな
く、誰もがお互いに活躍できる地域共生社会の構築を目指し、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等の事業の推進に取り組んでまいります。
　また、太宰府市地域福祉計画と連携補完の関係性にあることを踏まえ、太宰府市と
連携を取りながら第四次地域福祉活動計画の策定に取り組んでまいります。

　今後とも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には、これまで同様、ご理解とご支援ご協力の程、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」、その他の発行物は、本会窓口またはホームページにて

ご覧いただけます。

ホームページはこちらから➡

基本方針

地域福祉活動計画の基本目標に沿った取り組み事項

支援につながる仕組みづくり
•福祉に関する支援情報をわかりやすく伝える
•身近で気軽な相談支援をすすめる　他

気軽に参加できる環境づくり
• 人権や福祉について学ぶ機会を
充実させる
• 気軽に参加できる交流の場を広
めていく
• 育児を皆で分かち合い共に楽し
む環境をつくる　他

生活支援体制づくり
• 生活支援コーディネート業務
を推進する　他

安全安心に暮らすための基盤づくり
•隣近所などで身近な助け合いをすすめる
•福祉サービスの充実を図る　他
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支え合いの体制づくり
★ 元気な高齢者などの住民
主体の活動を推進
★ 住民や福祉活動者、地域
の企業や学校等との連携、
協働による多様なサービ
スの提供

生活の困りごと
★ スーパーまで買い物に行
くことが難しい。

★ 重たい荷物を持って1人
で移動が大変。

★ 出かけられる場所が無く、
生活に“はりあい”がない。

太宰府市社会福祉協議会経営 保育所太宰府園経営

　生活支援コーディネーターは「地
域支え合い推進員」とも呼ばれ、地域
の方々と協力しながら、暮らしやす
い地域づくりを推進します。

　本会では太宰府市からの委託を受
け、生活支援コーディネーターを2
名配置し、これらの目標の実現に向
け、住民や多様な主体が地域のこと
を話し合う“話し合いの場”を進めて
います。

生活支援体制整備事業の目標　　
❶ 健康寿命をのばす！　　　❷ お互いさまの活動を増やす！

■ 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「ふくしのひろば」の発行
•ほのぼのサービス事業
•総合相談事業
•生活福祉資金貸付事業
•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
•レクリエーション用具等の貸出
•社協福祉まつり「出会いの広場」の開催
• 認知症キッズサポーター養成講座の開催
•移送サービス事業

•福祉体験イベントの開催
•福祉バスの運行
• 手話奉仕員養成講座（市受託事業）の開催
•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
342,969,000円

支出
 348,991,000円

【社会福祉協議会】
市補助金・受託金・
指定管理料　等
149,037,000円

【社会福祉協議会】
地域福祉推進事業　等
157,646,000円

【社会福祉協議会】
共同募金配分金
14,510,000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】
事業収入
10,279,000円

【保育所太宰府園】
市補助金等
162,834,000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）
14,202,000円

【保育所太宰府園】
事業収入
6,309,000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
169,143,000円

※収支差額は前期末支払
　資金残高で調整します。

一般会計予算

拠点1 拠点2

人と人、人と支援、情報や想いなどを、
多様なネットワークでつなげていきます。

生活支援コーディネーターが地域の支え合いを推進します！
地域の支え合いをすすめよう!（生活支援体制整備事業）パート2

生活支援コーディネーターの
活動内容

●地域ニーズの把握・整理
●社会資源の見える化
●関係者間のネットワークづくり
●生活支援の担い手発掘や養成

地域の取り組みや皆さんの知っていることを教えて下さい！
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ひ
ろ

がれ！地域の輪

　コロナ禍での高齢者の運動不足や体力の低下を防止するため、高齢
者サロンなどで活用できる「健康体操DVD」・解説書を福岡県社会福祉
協議会が作成しました！
　県内のレクリエーション協会や社会福祉法人などの協力を得て作成
されたこのDVDは、トレーニングやストレッチ、レクリエーションな
ど約20種類の動画が収録されており、手軽にサロン活動へ取り入れる
ことができます！

　サロン活動などを企画する中で、新たなネタがなく内容がマンネリ
化している、また、新型コロナウイルスの感染拡大により外出の機会
が減って自宅で過ごす時間が増え、運動量が落ちて体力が低下してい
るなどのお悩みはありませんか？
　そんな時はこのDVDを活用して、参加者の皆さんと一緒に体操やレ
クリエーションをしてみましょう！解説書付きなので、動画とあわせ
ることで、より分かりやすくなっています。

　本会ではこのDVDを貸出していますので、サロン活動な
どにぜひご活用ください！
※一部の動画は福岡県社会福祉協議会のホームページでも公開されています。

サロン活動のマンネリ化防止に！
～健康体操DVDのご紹介～

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

みんなでおいしくごはんをたべよう
　「太宰府いきいきこども食堂」を立ち上げた当時（平成28年）、全国に十分な食事が摂れ
ていない子どもたちが6人に1人いると言われていました。深刻化していた子どもの貧困
問題の根底において「太宰府いきいきこども食堂」は何ができるのかを検討しました。
　「生活の困窮」と大きく取り上げられていますが、子どもたちの多くが十分に食事を摂
れていない現状の裏には、一言で「生活の困窮」と言い表せない、家族の病気や心のゆとりが失われ子どもに気持ち
を向けることができないなど、様々な要因があります。それぞれが抱える問題を一つひとつ解決しない限り、子ど
もの貧困問題は解決しないのだと思います。
　どのように支援したら良いのか…今私たちに何ができるのか…答えがわからないことだらけの問題です。それな
ら開き直って、今自分たちができることから始めようと一歩踏み出したのです。
　まずは、“多くの子どもたちや地域の方々と一緒に「いただきます」「ごちそうさま」をする”“みんなで一緒に食べる
食事は「おいしい」を感じてもらう”「食育」から始めようとなりました。
　平成28年8月から、毎月第2日曜日に太宰府市いきいき情報センターで子ども食堂を開催しています。しかし、残
念ながら令和2年度はコロナ禍により、様々な行事の中止を余儀なくされました。令和3年度は太宰府市いきいき情
報センターが新型コロナウイルスワクチンの接種会場に指定されたことで利用できず、開催会場をプラム・カルコ
ア太宰府に変更し、食材と弁当の配布を行う予定です。
　開催の日程などは、ホームページ「太宰府いきいきこども食堂」で検索してください。

　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。

太宰府いきいきこども食堂とは…
“多くの子どもたちと一緒に「いただきます」「ごちそうさま」をす
る”“みんなで一緒に食べる食事は「おいしい」を感じてもらう”を目的
にこども食堂を開催しています。

第11回 太宰府いきいきこども食堂
代表　松

ま つ

永
な が

 栄
え い

人
と

さんふだんのくらしのしあわせを考える

　実際にDVDを見て
みましたが、本当に
バリエーション豊か
な体操やレクリエー

ションが収録されています。特に保
育園児が踊る「365歩のマーチ」がお
すすめ！リズミカルな曲にのって、
子どもたちの元気いっぱいな様子を
見ながら楽しく体を動かせるので、
子どもたちと一緒に踊っている気分
になれること間違いなしです！
　動画を見ながらだと、振付を覚え
なくても簡単に体操が楽しめるので、
ぜひ一度活用してみてください！

担当者からの
コメント
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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　FAX：923︲0578

ボランティア
みんなの掲示板

5月14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。

“ボランティアハンドブック”が
完成しました！ 

　“ボランティア”は自分にできること、関心のあ
ることから始められる、とても身近な活動です。
特別なことではく、地域の中で豊かに暮らすため
に、自分のできることで、いつでも、どこでも、だ
れでも、楽しく参加することができます。
　このハンドブックは、そんなボランティア活動
を応援するために、社協、太宰府市NPO・ボラン
ティア支援センター「うめさろん」、太宰府市地域
コミュニティ課が協力して作成しました。ボラン
ティア活動に必要な基礎知識や心構えなど、楽し
くボランティア活動をするためのポイントを掲載
しています。
　初めてボランティア活動
の一歩を踏み出す際に、ま
たすでに活動をしている方
が自分の活動を振り返る際
などに、ご活用ください。
　現在、社協と「うめさろ
ん」に配架しています。

広報誌音声版、
点字版貸出のご案内

　社会福祉協議会では、視覚に障がいのある方の
ため「広報だざいふ」、社協だより「ふくしのひろ
ば」、「議会だより」などの音声版（カセットテープ・
CD）、また、社協だより「ふくしのひろば」の点字
版を作成して貸出をしています。これらは太宰府
市立図書館にも置いてあります。
　最近、広報誌などの小さい文字が見えにくいと
思う方はいらっしゃいませんか？そういうときは、
図書館の「しらべものコーナー」へ行ってみてくだ
さい。どなたでも借りることができるので、ぜひ
ご利用ください。
　また、視覚に障がいのある方で社協から直接の
貸出をご希望の方は、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
※ CDは、デイジー図書専用再
生機、パソコン、CDプレイ
ヤー（MP3対応）で聴くこと
ができます。
※ 音声版は「太宰府市声のボ
ランティアグループ」が、点
字版は「太宰府てんとう虫
の会」が作成しています。

手芸ボランティア あいの会様よりご寄贈いただきました。

※ 貸出用のおもちゃやレクリエーション用具一覧は、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は、事前連絡の上、本会の窓口まで印鑑をご持参ください。
　なお、個人への貸出は行っておりませんので、ご了承ください。
※貸出物品は返却前に消毒をお願いしています。

★ トンネルを通ってハウステントとボールプールの間を行き来できます。
★ テントは4本のポールを所定の場所に差し込み、紐で結んで完成です！
★ トンネルはメッシュ素材なので中からも外からも様子が見えて安心です。

新しいおもちゃが仲間入り

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

借りて
みらんね～!!

図書館内のこのポスターが目印です！
CD

カセットテープ

お気軽に、
図書館の職員へ

お尋ね
ください！

ボールハウスで探検ごっこをしよう！

点字版も

置いています

テントの中は

こんな感じだよ♪
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子育てサロンスタッフ座談会を開催しました!

　福岡県社会福祉協議会主催の「令和2年度みんなが主役の元気な地
域づくりセミナー」が、今年はオンラインで開催されました。
　コロナ禍の今、地域にはこれまでのつながりを守るための新しい取
り組みが求められています。今回はその現状を踏まえ、福祉委員や小
地域福祉活動実践者、民生委員などにご参加いただき、「地域のつなが
り コロナ禍でどう守る～コロナ禍における新しい地域福祉の展開～」
をテーマに、こころ元気研究所所長 鎌

かま

田
だ

 敏
びん

氏の講演を視聴しました。

　3月10日（水）太宰府市内9地区13名のサロンスタッフが集まり、子育てサロンスタッフ座談会を開催しました。
　今回は、コロナ禍でのサロン活動をテーマに、様々な意見・情報交換を行いました。
　昨年は緊急事態宣言もあり、活動ができないサロンも多かったようですが、感染対策をしながら徐々に活動を
再開している地区も増えてきています。
　各地区では、小さな子どもたちも安心して参加できるように、会場の換気・消毒を徹底したり、密集をさける
ために予約制にし、参加者の定員を設けるなどの工夫をしながら開催しています。
　座談会の参加者からは、「いろいろな地域の様子を聞けて参考になった。今後も座談会を続けてほしい。」など
のお声をいただきました。
　今後も定期的に開催し、サロンスタッフ同士の交流を深めることで各地区の活動の充実をはかり、子育て世代
を応援していきましょう。

● 地域で孤立を生まないために、地域の住民ひとりひとりが悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴き、状況
に応じて必要な支援に繋げることが大切。

● 「あなたはひとりではないですよ」と双方に伝えあうことで、みんなが安心して暮らせる地域での居場所、心
の居場所をつくることが大切。

　YouTubeを利用したはじめてのオンライン
研修でしたが、レクリエーション要素も取り入
れられ、ライブ感のあるセミナーとなりました。
　コロナ禍でみんながストレスを抱えている今、
できないことにとらわれるのではなく、できる
ことをコツコツと積み重ねていきましょう。

「人間関係、コミュニケーションなどで何ができるのかと難しく考
えていたが、自分にできることが身近にたくさんある事に気づか
された。」
「コロナ禍でさらに人との関わりが少なくなっている今、人と会っ
たときのあいさつや声掛けの大切さを強く感じました。」

令和2年度 福祉委員・小地域福祉活動実践者合同研修会を開催しました

これまでの地域でのつながりを守るために…

子育てサロンってなに？
　子育て中の親子の交流や、子育ての悩みや情報を共有
する場として“子育てサロン”が開催されています。
　各サロンでは、季節行事や親子で楽しめるレクリエー
ション、子育て支援センターの出前保育など、様々な活
動が実施されています。子育ての先輩であるスタッフの
皆さんとの交流も楽しみの１つです。
　子育て中の皆さん、ぜひ一度遊びに来ませんか？

参加者の声

令和
2年度
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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
第1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　諌

いさ

山
やま

　敏
とし

雄
お

 様
行 政 区　国分区

物品寄付
寄付者名　匿名

かわいい手作りおもちゃをご寄
付いただきました。

寄付のお礼
令和3年3月10日～4月23日

　令和3年5月より、福祉バスの申請にかかる手続きが一部変更になりまし
たのでお知らせします。
変更点： 申請書類の提出期限
変更前  利用予定日の 10日前（日曜・祝日除く）まで
　 ⬇
変更後  利用予定日の 14日前まで
　ご利用の際は、お早めに申請書類をご提出ください。申請書類の様式は
ホームページからダウンロードできます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月末まで運行を休止していま
す。6月より、以下の対策を講じて運行再開予定です。（感染拡大の状況に
よって変更となる可能性があります。）
●乗車定員の制限（上限13名）
●利用時間の短縮（16：00までに総合福祉センター帰着）
　福祉バスの安全な運行のため、皆さまのご理解ご協力をお願いします。

●P8 赤い羽根共同募金 
        協力団体のご紹介
　●誤 伊藤建設
　●正 ㈱伊藤建設
●P11 寄付のお礼 香典返し
　●正 寄付者名　林

はやし

　啓
けい

子
こ

 様
　　故 人 名　林

はやし

　重
しげ

信
のぶ

 様
　　続　　柄　父
　　行 政 区　桜町

　社協だより「ふくしのひろば」
4月号（№135）にて、一部誤り
がありました。深くお詫び申し
上げますとともに、下記のとお
り訂正させていただきます。

令和２年度 ペットボトルキャップ・プルタブ回収のご報告
　令和2年度に皆さまからお預かりしたペットボトルキャップ及びプルタブを
換金し、キャップ換金分12,500円（ワクチン625人分）を「世界の子どもにワク
チンを日本委員会(JCV)」に寄付、プルタブ換金分6,940円を車いす購入費用
として積み立てさせていただきました。ご協力ありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染拡大防止策として、引き続き回収を一時休止して
います。皆さまのご理解ご協力をお願いします。

※平成24年度より回収開始

ペットボトルキャップ プルタブ
重　　量  1,250㎏（累計8,420㎏） 重　量  131㎏（累計1,037㎏）
換 金 額  12,500円（累計84,200円）換金額  6,940円（累計68,290円）
ワクチン  625人分（累計4,210人分） 車いす  0.16台数分(累計1.29台数分)

実績

福祉バス利用についてのお知らせ

お詫びと訂正
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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

　誰もが住み慣れた地域で安心してその人らしく心豊かに
暮らすことができる＂福祉のまちづくり＂を目指しています。

賛助会員加入手続き
★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。

令和2年度加入実績

　今年度もさっそく4月1日に松川区松栄会様の総会に伺い、30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、職員が加入手続きにお伺いさせていただき
ますので、お気軽にお問い合わせください。

区分 件数 金額
一般賛助会員 618件 738,000円
特別賛助会員 49件 490,000円

合計 667件 1,228,000円

賛助会員（新規・継続）加入のお願い

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

一般賛助会費　1口 1,000円
特別賛助会費　1口 10,000円

正規職員（保育士）を募集いたします!!

採用人数 1名

試験案内 本会窓口もしくは本会ホームページから入手してください。

採用年月日 令和4年4月1日

試 験 日 第1次試験　10月24日（日）
第2次試験　11月21日（日）

受付期間 令和3年8月17日（火）～9月17日（金）
9:00～17:00（土・日及び祝日除く）

申込方法 提出書類を本会窓口まで持参してください。
※ 郵送可（受付期間内の消印のみ有効）

お問い合わせ 社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会
TEL：923-3230
ホームページ／http://dazaifu-shakyo.or.jp

受験資格 ① 令和4年4月1日時点において、35歳未満の方（職務経験不問）
②  保育士証・幼稚園教諭免許（1種又は2種）・普通自動車免許（AT限定可）を取得
または採用時までに取得見込みの方

正規職員（保育士）を募集いたします!!
太宰府市社会福祉協議会立 保育所太宰府園
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