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赤い羽根自販機を知っていますか？
飲み物を購入することで共同募金にも協力できる
自販機です♪みんなが気軽に参加できるたすけあ
いの活動として全国的に広がっています。市内に
は11台設置されています。
随時設置者も募集中です。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)までお気軽にお
問い合わせください。
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令和2年11月11日に市内11台目として水城ヶ丘公民館に設置されました！

赤い羽根自販機で
みんなHAPPY♪♪♪



　第二次世界大戦後復興の一助として、生活困窮状態に陥った人々や復員軍人、外地からの引
揚者等や被災した福祉施設を中心に支援が行われました。

　社会情勢の変化に伴い、社会福祉をめぐる状況も大きく変わり、募金の使いみちも大きく変
化してきています。その時々の社会的課題（生活困窮、児童・障がい者・高齢者福祉など）に対し
ては継続的な配分を行っており、現在は、地域の福祉活動を推進するための財源などにも活用
されています。

　災害時に、被災された方とボランティアをつなぐ災害ボランティアセンターの運営支援や福
祉施設の復旧支援などにも活用されています。新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震など
の大規模災害時にも活用されました。

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、子どもと家族をはじめ、日常生活に困難を抱える
方々の様々な福祉課題に対応するため、通常の募金活動とは別に「赤い羽根 新型コロナ感染下
の福祉活動応援全国キャンペーン」が行われました。
フードバンク活動の支援
居場所を失った人への緊急活動応援
コロナ禍のボランティア活動等の支援
子どもと家族の緊急支援活動応援　など

 2021
本年度も皆さまのご理解・ご協力・ご支援をよろしくお願いします

10月1日～12月31日の３ヶ月間、全国一斉に行われます。
 太宰府市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、
25％が福岡県内の福祉活動や災害等準備金などに配分されます。

　※詳しくは折り込みチラシをご覧ください。
 高齢者や障害のある方、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。
 災害時には、「災害ボランティアセンター」の運営にも役立てられます。

　共同募金は、戦後間もない昭和22年に「国民たすけあい運動」の一環として始まりました。

　このように、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、また、様々な地域福
祉の課題解決に取り組む福祉活動団体を応援する募金運動として長年取り組まれています。

赤い羽根共同募金ってなあに？

いつの時代もみんなに寄り添う赤い羽根共同募金 ～使いみちの変化～

当時は…

その後…

近年では…

コロナ禍の
取り組み

共同募金は「社会福祉法」に規定された募金運動です！
平成12（2000）年の法改正により…
★共同募金の目的として「地域福祉の推進」が明確に位置づけられました。
★  災害時に備えて寄付金の一部を積み立てる「災害等準備金」が法制化されました。

まめ知識
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自販機で飲み物を買うことで募金できます！
　赤い羽根自販機で飲み物を購入すると、売り上げの一部が寄付されます。

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

QRコードより本会ホームページ掲載中の自販機マップをご覧いただけます。
お見かけの際はぜひご利用ください♪

ネットでも募金できます
　インターネットを利用し、クレジットカード決済等で募金する方法です。
　赤い羽根データーベース「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、募金することができます。

振込による募金も受付中！
　振込による寄付をご希望の個人、団体、法人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。

　本年度も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（金）  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（金）  10:00～11:00
レガネット太宰府（にしてつストア）
明治屋ジャンボ市太宰府店
ルミエール太宰府店
マルキョウ水城店

　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寄付のお礼としてお渡
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。

　共同募金は、各家庭にお願いする戸別募金のほか、企業・商店の方には法人募金、街頭募金、募金箱、自販機
募金など様々な形で募金に協力することができます。

ホークス
コラボバッジ

2021年限定
デザインです！

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！

自販機マップ

はねっと

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。

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!!!
赤い羽根
限定グッズ

こんな

募金方法も
あります！

500円以上の寄付で… 1,000円以上の寄付で…

※実物大

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止になる場合があります。

要申込

いろいろな協力方法があります！

太宰府市内には現在11台設置されています!
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実習生は
ミタ!
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私たちは社会福祉士を目指す学生です。

コロナ禍で厳しい状況の中、他にも星ヶ丘区、松川区を
はじめ、たくさんの方々のご協力により充実した24日間
を送ることができました。この経験を生かして、将来に
役立てたいと思います。
ありがとうございました。

コロナ禍で公民館が使えず、公民館離れ
が進んでいることから、地域へ出て訪
問活動を行っていることを学びました。
向佐野区のことを常に考えて活動して
いる温かい皆さんだと感じました。

8月27日(金)
向佐野福祉の会

地域住民の集まりたいという思いに
応えるために、出来る限り活動を継
続されています。食事会の形を変え
て、弁当を作り配付することで、つ
ながりを維持していました。

9月2日(木)
ふれあいサロン五条

健康とつながりを第一に、withコロナの
考えのもと、屋外での活動を増やして活
動を継続しています。特に「オセロボー
ル」が親しまれており、ゲームを通して、
健康な体づくりを意識されていました。

9月1日(水)
芝原ひまわり会

コロナ禍の福祉活動
密着

密着

　福祉を身近に感じてもらえるように、
福祉に関する情報や地域の方・ボラン
ティアに携わる方の思い等を積極的に掲
載しています。ぜひたくさんの方々に見
ていただきたいです!!

社協だより

「ふくしのひろば」
ができるまで

各事業担当者に掲載したい記事を
募り、誌面の内容を決定する。

各事業担当者から提出された
原稿を集約し、広報委員会で
読み合わせや加筆・修正を行う。

印刷会社が作成したゲラ(試し刷り)を
もとに、文字数や言葉遣い、

レイアウトなどの見直しを行う。
特に、情報を正確に分かりやすく伝
えるために、内容に応じて、言い回
しや掲載方法を工夫しています。

10月号の作成には、実
習生も参加しました。
完成した「ふくしのひ
ろば」は自治会の方々
のご協力により各家庭
に届きます。

このページは
手書きで

作成しました！

企画委員会

入稿

校正（3〜4回）

ポイント
やっと完成〜!!

1回目 3回目
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0120-1
い ち は や く

89-7
お や な み を

83 （お近くの児童相談所につながります）
※令和3年7月から無料になりました。携帯電話からもつながります。

❶子育て支援センターたんぽぽクラブ 育児相談（保育所太宰府園　TEL：922-4611）
❷ちくし・子育て支援センター 育児相談（筑紫保育園　TEL：923-7350）
❸いと・カフェ（水城青稜保育園　TEL：408-8492）
❹太宰府市子育て支援センター 子育て相談（TEL：919-6001）
❺太宰府市家庭児童相談室（TEL：924-0084）

※受付時間等は各相談窓口によって異なります。予約等が必要な場合もありますので、お問い合わせください。

　コロナ禍で閉じこもりがちの状態が続くと、家の中で過ごすことにストレスを感じたり、他者とふれあう機会
が失われることで、子育ての悩みを誰にも相談できず一人で抱え込んでしまったり、些細なストレスの積み重な
りから子どもにきつく当たってしまったり…。
　このような状態を放置しておくと、子育てへの不安を抱えたまま孤立してしまい、問題がより深刻化してしま
う可能性があります。そうなる前に、子育てに関する相談窓口に相談してみませんか？地域の民生委員や主任児
童委員など、身近な地域の相談役のほか、様々な相談窓口がありますので、一人で抱え込まず、お気軽にご相談
ください。

　地域に暮らす皆さんも、子育て中の親子を見かけたら温かく見守り、何か困っている様子を感じたら、自分に
できることはないか、ちょっとだけ勇気を出して声をかけてみませんか？皆さんがお互いに少しずつ気に掛け合
うことが、子どもやその保護者を守ることにつながります。

児童相談所
相談専用ダイヤル

太宰府市内の
主な相談窓口

子育て中の皆さん悩んでいませんか？
11月は「児童虐待防止推進月間」です

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

　社会福祉協議会では低所得世帯等を対象に、高校や大学等への進学に際し、各種奨学金等のつなぎとして必要な
資金を貸し付ける「生活福祉資金貸付事業（教育支援資金）」を実施しています。

資金種類 ： 教育支援費（毎月の授業料相当額） ……………… 月3.5万円～6.5万円（進学先の種別による）
  就学支度費（入学時にかかる一時金） …………… 50万円以内
償　　還 ： 卒業の6ヶ月後から20年以内に返済

　申請から審査・決定及び送金まで3週間～1ヶ月程度かかります。相談は予約制としておりますので、お早めにご
連絡ください。福岡県教育文化奨学財団や日本学生支援機構などの奨学金の利用を前提としたつなぎ資金です。

　一般的な奨学金の支給時期は入学後となっています。奨学金の内定が出ても入学前に必要な校納金が支払えず、結
果的に進学を諦めざるを得ないといった状況に陥らないよう、進学費用にお困りの場合は、お早めにご相談ください。

※他の制度の支援が受けられる場合や、金融機関からの借り入れ等が可能な場合は、そちらが優先となります。
※ 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。対象や貸付条件等の詳細
については本会までお問い合わせください。
※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。

「新型コロナ特例貸付」も受付中です
　新型コロナウイルスの影響により減収・離職された方を対象とした特例貸付の受付期間が延長されました。
受付期間 ： 令和3年11月末まで
※感染拡大防止のため、事前予約制としております。ご相談の際は必ず事前にご連絡ください。

生活福祉資金貸付制度のご案内
教育資金で進学を諦めていませんか？
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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

9月1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。

“2021年度太宰府市ボランティア
市民活動団体一覧表”完成しました～!!
　この冊子は、太宰府で活躍する団体
やボランティア活動保険の紹介をし
ています。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、ぜ
ひご活用ください。

「太宰府を美しくする友の会」
式典中止のお知らせ

　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す。
　“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」を目標に活動をはじめ、今年で47年目を迎え
ました。「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、15団体の会員の皆さんが、史跡地や公園、公民館
などを清掃しています。

おめでとうございます！
民間団体からの

助成金が決定しました！
　本会では助成金の情報提供などを積極的に行ってい
ます。今回、助成が決定した２団体を紹介します。
福祉サポート『DDクラブ』
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」
　音楽や絵画、リハビリを
通して、児童や障がいを持
つ方、高齢者を対象に幅広
く活躍されています。
　助成金は、会員のスキル
向上や、ふれあいの居場所
作りに役立てられます。

太宰府市傾聴ボランティア「ロバの耳」
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助成事業」
　相手の話を聴き、心に寄
り添う傾聴活動や傾聴カ
フェを行っています。
　耳が遠い高齢者とのコ
ミュニケーションがとり
やすくなるよう会話器「対
話くん」を購入しました。

 移送サービス事業
運転ボランティア募集！！ 

　本会では、移送サービス事業として、公共交通機関
を利用することが困難な方々に対し、通院などの外出
を支援する「運転ボランティア」を募集しています。
　あなたも、はじめてみませんか？
　お気軽にお問合せください！
活動内容：  リフト付き車両の運転（普通免許で運転可能）
　　　　 簡単な車いすの介助
　　　　 ※活動を始める前に見学・研修あり。
活動日時：  月～土曜日　8：30～17：00での運行
　　　　 ※ 活動可能な範囲で調整をさせていただき

ますので、ご相談ください。（日・祝日、年
末年始の活動はありません）

活動の一例
車いすの利用者さんを病院からご自宅へ移送する場合
活動日時：  月2回　水曜日の午後
14：50 社協からリフトカーで出発！
15：30  病院で利用者さんを乗せ、ご自宅へ送り届

けます！
16：00  ご自宅へ到着。利用者さんを降ろして社協

へ戻ります！
16：15 社協へ到着し、活動終了です！

急募!!
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社協福祉まつり 「出会いの広場2021」
中止のお知らせ

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

寄付者名　有
ゆう

限
げん

会
がい

社
しゃ

筑
ちく

紫
し

葬
そう

祭
さい

 様
行 政 区　筑紫野市

香典返し寄付
寄付者名　井

いの

上
うえ

 登
と

志
し

子
こ

 様
故 人 名　井

いの

上
うえ

 　　充
みつる

 様
続　　柄　夫
行 政 区　観世音寺区

物品寄付
寄付者名　筑

ちく

紫
し

遊
ゆう

技
ぎ

場
じょう

組
くみ

合
あい

 
　　　　　つかさ筑

ちく

紫
し

野
の

店
てん

 様
行 政 区　筑紫野市

寄付者名　筑
ちく

紫
し

遊
ゆう

技
ぎ

場
じょう

組
くみ

合
あい

 
　　　　　太

だ

宰
ざい

府
ふ

栄
さかえ

 様
行 政 区　通古賀区

寄付者名　株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

松
まつ

幸
ゆき

工
こう

業
ぎょう

 様
行 政 区　五条区

㈱松幸工業様
より保育所太
宰府園へ玩具
のご寄付をい
ただきました。

※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、マスク着用をお願いします。なお、感染拡大の状況により中止になる場合があります。

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）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を推進中
　総合福祉センターでは、下記のような基本的感染拡大防止対策を実施し
ています。
●窓口に非接触型の自動検温機を設置
●館内各所に飛沫防止の仕切りを設置
●館内の定期的な消毒や換気の徹底
　基本的な感染防止対策を守って、安心・安全にコロナ禍を乗り切りま
しょう！

ペットボトルキャップ及びプルタブ回収一時休止のお知らせ�
　再開の際は、社協だより「ふくしのひろば」や本会ホームページにてお知
らせします。
お問い合わせ　太宰府市社会福祉協議会　TEL：923-3230　FAX：923-0578

総合福祉センターからのお知らせ
寄付のお礼
令和3年7月12日
～8月25日

　社協福祉まつり第1回実行委員会（7月26日開催）において、開催の可能性
を模索してまいりましたが、緊急事態宣言等の発出を鑑み、協議の結果、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。

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
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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
スマート

フォンから
見やすく

なりました

社協だより「ふくしのひろば」２月号の表紙を皆さんの投票で選ぶ
“フォトコンクール”を開催します！
皆さんの「いいね！」の気持ちを投票しに来てください♪

投票場所　総合福祉センター １階ロビー
投票期間　11月1日（月）～30日（火）　※日・祝日は休館
投票資格　どなたでも（お一人様１回限り）
※新型コロナウイルスの感染状況によって内容が変更となる場合があります。

　『寄付つき商品』とは、企業や商店等が販売する商品や
サービスを、地域住民が購入・利用するごとに、売上の一
部が共同募金会に寄付されるものです。共同募金会と企
業や商店等が共同で企画し取り組んでいきます。

 新たな顧客の開拓や広報活動の強化、企業
の信頼感につながります。
 社協だより「ふくしのひろば」でもご紹介さ
せていただきます。

 寄付つき商品を選ぶことで、じぶんの町を良
くするための様々な福祉活動の支援や、大規
模災害時の被災地支援などにつながります。

　どんな企業・商店等でも、それぞれの強みを生かしなが
ら社会貢献活動に参加できるこの取り組みに、ぜひご協力
をお願いします。

　お気軽に太宰府市支会へご連絡ください!!

作品の応募受付は10月20日（水）まで!!
あなたのとっておきの１枚をまだまだお待ちしています!

作品テーマ 『キラリ☆輝き』 ※原則として人物が写っている写真とします。
応 募 資 格 太宰府市在住、在勤、在学の方
応 募 方 法 募集要項をご確認の上、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。
 ※募集要項・応募用紙は本会窓口またはホームページより入手できます。

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

来館者投票を実施します!

―●ふだんの●くらしの●しあわせひろがるプロジェクト―

いいね！フォトコンクール 2021
みんなで

選ぶ

「寄付つき商品」を作って地域を応援しませんか?
イメージアップ
新規顧客の開拓
寄付金は
全額損金算入

必要な方々への
支援活動
➡社会課題の解決

地域の社会課題
を解決する福祉
団体等へ配分

寄付つき商品の
企画・販売
➡契約に応じた
　寄付

企業

共同
募金会

地域
住民

 福祉団体、
ボランティア

団体等

企業等

地域
住民

寄付つき
商品の例

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

菓子店
販売する商品の中から、1個お
買い上げにつき10円を寄付。

不動産会社
アパート、貸事務所等の家賃の1%相当額や不動産売買の依頼の際
に「赤い羽根応援」と伝えると、仲介手数料から5％相当額を寄付。
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