
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。）
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赤い羽根共同募金が始まります！
皆さまのご協力をよろしくお願いします。
赤い羽根共同募金は、市内の学校でも取り組まれていま
す。登下校時のあいさつ運動にあわせて募金への協力を
呼びかけたり、昼休みに募金箱を持って職員室や教室を回
るなど、学校ごとに様々な方法で取り組まれ、毎年、児童・
生徒の皆さんから思いやりの心が詰まった募金が寄せら
れています。
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学業院中学校生徒会です！
思いやりやたすけあいの気持ちを大切に、
今年もみんなで力を合わせて頑張ります！



　私たちの地域の福祉活動や大規模災害時のボランティア活動などに活用されています!!!
毎年10月1日～12月31日の3か月間、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、
残りの約25%が福岡県内の福祉活動や災害時などに活用されています。

　※詳しくは折り込みチラシをご覧ください。
 高齢者や障がいのある方、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。

 2022
さまのご理解・ご協力・ご支援をよろしくお願いします

共同募金ってなんだろう？

赤い羽根共同募金は、「じぶんの町を良くするしくみ」です。

誰かの役に立ちたくて、

募金をしたら、

じぶんの町の

役に立っていた。

赤い羽根は

自分たちを応援する

募金でもあります。

赤い羽根
【赤い羽根共同募金】
赤い羽根共同募金は、第2次世界大戦後の1947年
（昭和22年）に、市民が主体の取り組みとしてス
タートしました。毎年10月1日～12月31日まで
の3か月、様々な方法で呼びかけを行っています。

わたし
【太宰府市に住む私】
あなたの募金が、じぶんの町を住みやすい
町にしていきます。あなたの近くで困って
いた人を笑顔にしてくれます。そのうれし
い気持ちがまた赤い羽根につながっていく
と、うれしい大きな輪ができあがります。

じぶんの町
【太宰府市を良くする活動】
集まったお金は、募金されたその地
域で使われます。つまり「じぶんの
町を良くする活動」のために使われ
ているのです。使いみちはデータ
ベース「はねっと」で調べられます。 はねっと

　赤い羽根共同募金は、地域ごとに課題解決に必要な使いみち（金額）を事前
に決めてから寄付を募る「計画募金」です。

まめ知識

令和4年度 太 府市目標額 12,104,620円

  令和4年10月号（No.144）2



　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。

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

※左の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。

　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（土）
11：00～12：00 太宰府天満宮参道
 ルミエール太宰府店

10月3日（月）
7：30～8：30 西鉄太宰府駅・西鉄五条駅
 西鉄都府楼前駅
11：00～12：00 ルミエール太宰府店
15：30～16：30 マルキョウ水城店

10月4日（火）
11：00～12：00 レガネット太宰府店

10月5日（水）
11：00～12：00 明治屋ジャンボ市太宰府店

※ 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。

　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。

　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、自販機募金など様々
な方法で募金協力することができます。

ホークス
コラボバッジ

2022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！

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!

数量限定!!!
赤い羽根

コラボグッズ

赤い羽根
自販機

500円以上の寄付で… 1,000円以上の寄付で…

太宰府市内には現在12 台設置されています!

いろいろな協力方法があります！

自販機マップ

メール申し込み
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地域のつながり種まき隊

小地域福祉活動実践者
交流研修会を行いました！

ひ
ろ

がれ！地域の輪

　今年の4月から移動販売車の巡回が始まったひまわり台区。
　自治会では、せっかくなら買い物だけでなく地域住民の健康づくりや
交流が生まれるような取り組みに！という想いから、移動販売に合わせ
てラジオ体操を企画し、地域の活性化を図っています。
　7月27日、その様子を見に行ってきました！
　ひまわり台区では、毎週水曜日の11時に移動販売車がやってきます。
　この日は、15～20分前から徐々に地域の皆さんが公園に集まり始め、
20名以上が集まったところで体操開始です！
　ラジオ体操第1から第2まで、しっかりと体を動かしたら、お買い物タ
イムに移ります。
　買い物中には「これおいしかったよ！」や「こっちの方がいいかも」な
ど、顔見知りの方同士で楽しそうに会話をする様子が見られます。
　公園には木陰やベンチなどもあり、買い物が終
わった後も楽しそうに談笑する姿が見られました。
　当日来られていた方にお話を聞いたところ、「知り
合いとの会話が弾み、とても楽しい。」といった声が
聞かれ、コミュニケーションを楽しみにされている
ことを感じました。
　気候のいい時期には、買い物後、数人でお昼ご飯
を食べて帰られる方もいるそうで、自治会でおにぎ
りを作って振る舞われることもあるそうです。
　企画をされている自治会役員さんの地域を想う取
り組みが、地域の皆さんの元気づくりにつながって
いるようです。

　コロナ禍で閉じこもりがちになった地域住民
の外出のきっかけになるとともに、住民同士と
の交流が生まれる素敵な居場所でした！
　ラジオ体操と移動販売を組み合わせることで、
無理なく健康づくりへの意識づけができるよう
工夫され、加えて移動販売の活性化につながる
ことで、買い物支援の定着も期待できるなど、大
変効果的な取り組みとなっていました！

生活支援コーディネーター　隅
すみ

取材を
終えて

地域の支え合い情報を募集しています！

「ラジオ体操」×「移動販売」でみんなの元気づくり！

in ひまわり台区

暑い日にはアイスを食べながら！
　   楽しいひと時です

お買い物中の
おしゃべりも楽しみの
一つです

みんなで一緒に
ラジオ体操♪

　今回は、『笑顔で心と体を元気にするレクリエーション』をテーマに、福岡県レクリエーション協会から講師（小
お

野
の

豊
とよ

徳
のり

さん、緒
お

方
がた

初
はつ

美
み

さん）をお招きして開催しました。日頃サロンを支えるボランティアさんたちが、地域の皆さんと一緒に、
楽しみながら健康づくりに取り組めるように、身近なものを使ってできるレクリエーションを紹介されました。

①チーム全員が縦1列に並びます。ス
タートの合図で先頭の人が新聞紙を
丸め、的（逆さにした傘や箱）に向けて
投げ入れます。
②投げ終えたら列の最後尾に並び、次の
人に交代します。チーム全員が投げ
終えるまで続けます。（2～3周繰り返
したり、制限時間を設けてもOK）
③的に入ったボールの数で勝敗を競い
ます。

　住み慣れた地域で安心して暮らすために“困ったときはお互い様”の気持ちで支え合う、住民によ
る活動を小地域福祉活動といいます。地域の人々が、福祉の課題・問題を自分のこととして捉え、子
どもからお年寄りまで、また障がいのある人もない人も、だれ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に取り組む自主的な活動です！社協では活動支援の一環として、年2回の研
修会を開催し、地域の居場所づくり、支え合い活動の活性化に取り組んでいます。

レクリエーション紹介  「新聞紙ボール投げ」

令和4年
8月29日

開催

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

小地域福祉
（ひまわり会）

活動とは？

担当職員からのコメント

小
お の

野さん 緒
お が た

方さん

　当日、会場は大盛り上がりでした！
　最も早く投げ終わったチームにはボーナスポイント
を加算したり、新聞を丸めるときは片手で！などのルー
ルを追加すると、より一層盛り上がりそうですね！
　ゲームを通して楽しみながら無理なく運動できるの
で、サロン活動の際に気軽に取り入れやすく、体験した
皆さんからも好評でした！
　皆さんの地域でも取り入れてみてはいかがでしょう♪

上手く狙えるかな～？

紙を丸めることで
手の運動に♪
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障がい者相談とは
障がい者福祉に関する相談
● 相談日：  毎月第2木曜日　
  10：00～12：00
● 相談員：  身体障がい者相談員 

 知的障がい者相談員 
 （太宰府市指定の障がい者相談員）

● 場　所： 総合福祉センター1階相談室
●その他： 相談無料、予約不要

こんなときどうする？ 障害者相談編

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

相談の

あれこれ

相談の一例

その他の相談窓口
社協の相談日に都合がつかない場合やお急ぎの時などは、
NPO太宰府障がい者団体協議会（☎925-8899 ／担当：森

もりぐち

口、秋
あ き た

田、藤
ふ じ い

井）の相談窓口もあります。ご活用ください。 
市役所前出前相談
● 場　所：太宰府市役所（玄関前屋外回廊）
● 開催時期：年4回実施　● 次回開催：10月19日（水）10：00～12：00

定例なんでも相談
● 場　所：NPO障がい者団体協議会（とびうめアリーナ横）
● 日時：毎週月曜日～金曜日　9：00～15：00

● 障がい者手帳を作ってほしいけど、どこに申し込めば
いいの？
● 障害年金というのがあるそうですが、どうしたらもら
えるの？
● 重度障がい者手帳を持っています。医療費を安くす
る方法は？
● 玄関や階段に手すりを付けたいのですが改修費用を
出してもらう方法は？

　　   移送サービス事業 運転ボランティア募集！！

活動内容  
•リフト付き車両の運転（普通免許で運転可能）と
　簡単な車いすの介助
※活動を始める前に見学・研修があります。
•利用者の依頼に応じて個別にマッチングします。
※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）

社協福祉まつり
「出会いの広場2022」中止のお知らせ
　令和4年11月12日（土）に開催を予定していました
社協福祉まつり「出会いの広場2022」は、社協福祉ま
つり実行委員会で協議した結果、新型コロナウイルス
感染拡大の状況を踏まえ、残念ながら中止とさせてい
ただきました。
　現在、実行委員会にて、コロナ禍でもできる取り組
みを検討中です。今後の取り組みをお楽しみに！

社協ホームページにて実行委員会
構成団体の紹介を随時更新して
いますので、ぜひご覧ください。

障がいをお持ちの方で
困っていることがあれば、
どんなことでも結構です。

お気軽にご相談
ください。

活動の一例  

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

社協では、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移送サービス事業の「運転ボラン
ティア」を募集しています。
あなたも始めてみませんか？お気軽にお問合せください！
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ボランティア
みんなの掲示板

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。

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



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。
　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。

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か月後から20年以内に返済

※ 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。また、
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。

Q 予約は必要ですか？
 A　 担当者不在の場合もありますので、必ずお電話

でのご予約をお願いします。

Q 他の奨学金との併用はできますか？
 A　 原則として他の奨学金交付までのつなぎ資金と
　　  なります。
　　  対象となる費用の一例：入学時の一時金（入学金、

制服代、テキスト代等）、入学年度前期分の授業
料等

Q 相談に必要なものはありますか？
 A　 受験日程や必要経費を確認しますので、受験先

の入試要項を持参ください。

Q 資金の振り込みまでどのくらいかかりますか？
 A　 貸付にあたっては、福岡県社会福祉協議会が審

査を行いますので、申請から審査・決定、送金ま
で約1か月程度を要します。期間に余裕をもっ
てご相談ください。

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？

五条カフェ

赤い羽根共同募金事業

福岡県社協訪問

　地域の住民が住み慣れたまち
で安心して生活することのでき
る｢福祉のまちづくり｣の実現を
目指して共同募金運動やボラ
ンティア、小地域福祉活動など
様々な活動を行っています。太
宰府市社会福祉協議会では、多
くの方々との協働を通じて、地
域の最前線で活動しています。

　社会福祉士とは、専門的知識及び技術をもっ
て、様々な理由により日常生活を営むのに支障が
ある人の福祉に関する相談に応じ、助言・指導・福
祉サービスの提供などをする福祉の専門職です。

実習中に出会った人に聞いてみた！
社協がどんな機関か知っていますか？

社会福祉士を
目指しています！　　　　

実習生調査隊!!
社協は

こんな所です！

地域の方々 との

交流を深めることが

できました♪

実習中にお世話に
なった皆さま
ありがとう
ございました！

筑紫女学園
大学

鹿
か

毛
げ

 紀
のり

佳
か

知っている
46%

知らない
54%

石
いし

橋
ばし

 佳
か

奈
な

早
はや

野
の

 愛
あ

美
み
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一般寄付
寄付者名　有

ゆうげんがいしゃ

限会社
　　　　　筑

ちく

紫
し

葬
そう

祭
さい

 様
行 政 区　筑紫野市

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　菊

きく

地
ち

　光
みつ

子
こ

 様
故 人 名　菊

きく

地
ち

　末
すえ

喜
き

 様
続　　柄　夫
行 政 区　水城区

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

 
　　　　　太

だ

宰
ざい

府
ふ

栄
さかえ

 様
行 政 区　通古賀区

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

※結婚相談以外は、お電話での相談も可能です。　※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。
※暮らしの相談は、当面の間、休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

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）

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）

寄付のお礼
令和４年７月８日
　～ 9月7日

　1825年にフランスで考案された点字は、東京盲
もう

唖
あ

学校（当時）の教頭、
小
こ

西
にし

信
のぶ

八
はち

が視覚障がい者の文字として優れていることを見出し、教員や生
徒などにより日本語を表す点字に翻訳する研究が続けられた。1890年11
月1日に教員の石

いし

川
かわ

倉
くら

次
じ

の案が採用され、ここに日本の点字が制定。この
日を記念して、毎年全国で点字の普及を促進する催しが行われている。
 （出典：一般社団法人日本記念日協会ホームページ）

今日は何の日？ 11 月 1 日は『日本点字制定記念日』

　オレンジリボン運動は「子ども虐待のない社会の実現」を目指す市民運動
です。地域の皆さん一人ひとりが虐待についての認識を深め、「子育てにや
さしい地域」を作ることが、子ども虐待の防止につながります。
　虐待を受けている子どもはもちろん、虐待をしてしまう親もまた、自ら「助
けてほしい」という発信をすることが難しい状況にあると考えられます。そ
のような状況にありつつも、心の中では誰かに止めてほしい、助けてほしい
と思っていることも少なくありません。
　子育ての悩みを誰にも相談できないような孤立した状況に陥る前に、周
りのみんながお互いに気に掛け合って、誰も孤立させない「子育てにやさし
い地域」にしていきましょう。

ご存じですか？オレンジリボン運動
11月は「児童虐待防止推進月間」です 子ども虐待防止

オレンジリボン運動

虐待かなと思ったら…

児童相談所虐待対応ダイヤル 1
い ち は や く

89☎
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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
メール：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

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！

　今回は、市内12台目の“赤い羽根自販機”の導入にご協力いただいた、
あきよし外科胃腸科医院さんにお話を伺いました！

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

思いやりの気持ちをありがとう

赤い羽根
自販機とは…

　 赤い羽根自販機を導入したきっかけを教えてください！
　社協だより「ふくしのひろば」で赤い羽根自販機の設置者募集記事を見
た時から気になっていました。院内に自販機を設置しているので、地域
の福祉活動を応援できる赤い羽根自販機にできないかなと思い、販売業
者さんに相談したところ、契約内容の変更のみで簡単に赤い羽根自販機
に切り替えられるとのことだったので、お願いしました。
　 赤い羽根自販機にしてみてどうですか？
　契約内容の変更だけだったので特に変わった実感はありませんが、赤
い羽根自販機になったことを知った病院スタッフや患者さんからは、「こ
んな自販機があるんだね」「飲み物買うだけで募金につながるなんていい
ね！」などの声をいただいています。

赤い羽根自販機設置者インタビュー

じぶんの町を応援できる赤い羽根自販機の設置にぜひご協力ください！

希望の
販売業者を
決める

販売業者から
設置希望者へ

連絡
自販機の設置

共同募金会
太宰府市支会へ

連絡

赤い羽根自販機設置までの流れ

　今回のように赤い羽根自販機は、設置・置き換えの
タイミング以外でも、現在ご契約中の自販機の契約内容を変更
することでもご協力いただけます。
　まずは、お気軽にお問い合わせください！

注目ポイント！

協力販売業者の中からお選びいただけます。

伊藤園
九州アサヒ飲料販売
ペプシコーラ販売
キリンバックス

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
ハートフル福祉募金
コカ・コーラボトラーズジャパン
ジャパンビバレッジホールディングス
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