
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。）
社協だよりの音声版（カセットテープ・デイジー図書）の貸出、点字版の配布も行っています。ご希望の方は社協までお問い合わせください。

令和4年
（2022）

12月号
No.145

太宰府市社会福祉協議会 社協だより

つつじヶ丘区自治会 “新春交流会”
毎年、つつじヶ丘区では歳末たすけあい募金の配分金を活
用し、年のはじめに地域住民が公民館に集う新春交流会を
行っています。子どもたちの書き初めに始まり、できあ
がった作品の鑑賞、その後竹馬やコマ回しなどの昔遊びを
大人が子どもたちに教え、一緒に楽しみました。また、「ど
んと焼き」を行い地域の習わしを子どもたちに伝え、皆で
無病息災を祈念しました。（令和4年1月15日実施）
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歳末たすけあい運動が始まります！
歳末たすけあい運動で集まった募金は、

年末年始に行われる様 な々福祉活動に活用されています。



　赤い羽根共同募金運動の一環として、市民の皆さまや福祉関係者等の協力のもと、新たな年を迎える時期に、地域で安
心して暮らすことができるよう、多様な福祉活動を展開するものです。
　今年も地域でのつながりや支えあいを絶やさないような取り組みを広げていきます。
　 募金の使いみち
  　自治会の年末年始の交流事業へ 
 どんと焼きなどの様々な世代間交流事業、
 高齢者の見守り訪問活動　など
  　福祉施設・福祉団体等の事業へ 
 学習会、地域交流事業など
  　子育て支援事業へ 
 子ども食堂、子育てサロン等の交流事業など

街頭募金を実施します！
　店頭で地域の皆さ
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。

街頭募金のご協力ありがとうございます

つながり ささえあう みんなの地域づくり

歳末たすけあい運動が始まります！
運動期間：

12月1日〜
12月31日

昨年度募金実績

4,303,518円
活用例 　グループホーム笑苑

梅香苑区子ども会との合同餅つき大会

　子どもたちのパワーに
突き動かされ、昭和4年
生まれ（93歳）の利用者
様も大活躍★施設長との
息もぴったりです！

募 金 額  107,088円
実施場所  太宰府天満宮参道
  西鉄駅前（太宰府・五条・都府楼前）
  ルミエール太宰府店
  マルキョウ水城店
  レガネット太宰府店
  明治屋ジャンボ市太宰府店

今年は10月1日から10月５日の期間に、駅前やスーパーの店頭など市内の8か所で街頭募金活動を行いました。

ご協力ありがとう
ございます。

募金してくださった皆さま、
ご協力いただいた皆さま
ありがとうございました。

赤い羽根共同募金は、12月末日まで取り組んで
まいります。引き続き、ご理解ご協力をよろしく
お願いいたします。

歳末たすけあい運動とは…

12月1日（木） 11：00〜12：00
●レガネット太宰府店　●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
※日時・場所は都合により変更になる場合があります。

西鉄五条駅前

太宰府天満宮参道

ルミエール太宰府店

明治屋ジャンボ市太宰府店
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　五条台ひまわり会は日常のちょっとした困りごとに対して“できること”を“できる
ひと”が行う地域のボランティア団体です。
　このような住民同士の助け合いの仕組みは、困りごとの解決だけでなく、顔見知りの
関係や日頃の見守り、防犯・災害時の支援につながる等の効果も注目されています。

五条台ひまわり会の概要
 発　足：平成23年12月
 ボランティア数：8名(男性5名・女性3名)　

　 　　　　　　　　※令和4年時点
 活動内容： 高齢者の単身世帯または高齢者夫婦世

帯の困りごとに対応
　 　　　　　例） 買い物代行、ゴミ出し、電球交換、

簡単な草取り、話し相手など
　 ※ 業者に依頼するようなもの、健康を害するもの

についてはお手伝いできません。
利用料：無料

ひ
ろ

がれ！地域の輪

　今後、高齢者の単身世帯や高齢者夫婦世帯の
増加が見込まれるなかで、五条台ひまわり会が
取り組む助け合い活動は、地域の方にとって心
強い存在だと思います。
　近年は新型コロナの影響を受けて相談件数は
減少傾向だと聞いていますが、ひとりひとりの
暮らしに寄り添いたいと願う五条台ひまわり会
の活動から、改めて助け合い・支え合いの大切さ
を教えてもらいました。

生活支援コーディネーター　永
なが

田
た

取材を
終えて

地域の支え合い情報を募集しています。

住民のちょっとした困りごとをサポートします！

五条台ひまわり会

あんしん相談とは
成年後見制度に関する相談
● 相談日： 毎月第3木曜日　13：00～16：00
 （相談時間1組60分）
● 相談員： 社会福祉協議会顧問弁護士
● 場　所： 総合福祉センター1階相談室
●その他： 相談無料、要予約
※社協の無料相談窓口については7ページをご覧ください。

　　　　　　　　　　認知症や知的・精神障がいの方々の権利
や財産を守り、本人の意志決定を支援する制度です。生活する
うえで必要な契約を代わりに行うなど、法的支援を行います。

こんなときどうする？ あんしん相談編

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

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下記の窓口もあります。ご活用ください。

法テラス福岡（日本司法支援センター）
収入・資産が一定額以下の方を対象にした無料相談窓口
● 法テラス福岡　☎ 0570-078-359 
IP電話からは　☎ 050-3383-5501
　(平日9：00～17：00)

あいゆう相談（福岡県弁護士会）
高齢者・障がい者のための無料電話相談窓口
（場合によっては出張相談対応）
● 天神弁護士センター
　☎ 092-724-7709　（平日10：00～16：00）

相談の一例

● 母の物忘れがひどくな
り、預貯金の管理が難
しくなってきた。
● 認知症の叔母が訪問営
業で高額な品物を次々
契約している。
● 自分が認知症になった
時、事前に決めた人を
後見人にしたい。

　会の立ち上げ時に利用料をずいぶんと悩みましたが
無料にしました。仕組みがなくても昔あった隣組のよ
うに、困った時に気軽に頼みごとができて頼まれた時
には気軽にお手伝いができる町内を目指しています。

五条台ひまわり会よりメッセージ

連絡先カードをご利
用者宅に配布し、相
談しやすいよう工夫
されています。

成年後見制度とは
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福祉委員ってどんな活動をしているの？
　福祉委員は、自治会や民生委員・児童委員、ボランティアなどと協力して、地域における見守り活動やサロン活
動などに携わりながら、地域の課題に目を向けて解決へつなぐ橋渡し役として、各地域で活躍しています。

　　　第3回 福祉委員研修会を開催しました♪
　今回は太宰府市地域包括支援センター・サブセンターの認知症地域支援推進
員・保健師の方々を講師に迎え、「地域における認知症支援について」をテーマに
研修を行いました。
　福祉委員の役割である“見つける・知らせる・つながる・広める”を軸に、認知症
の方に限らず“ちょっと気になる方”を地域で支えていくうえでのポイント等を
お話しいただきました。
　また、講話後は4中学校区ごとに分かれて情報交換会を行い、今回の講話を踏まえて各地域でどんな取り組みが
できるか等、参加者同士ざっくばらんにお話ししていただきました。

　小学生とその保護者を対象に太宰府手話の会の協力のもと、聴覚障がいのある方との交流や指文字、手話歌、伝言
ゲーム等さまざまなプログラムを通じ、手話やその他のコミュニケーション方法を学ぶ体験会を開催しました！

　耳栓とヘッドホンを着用し、聴こえない状態で2つのお店の環境の違いと、
レジでの店員の対応を体験してもらいました。

お店Ａ
店員が必要な物などを口頭で確認するが、聴こえず希望を伝えられない。

お店Ｂ
店員がお箸やスプーンの実物を見せたり、「指差しコミュニケーションボード」を
使ったりして必要な物や数などを確認する。

※ 「指差しコミュニケーションボード」はイラストを指差しながら、支払い方法やレ
ジ袋、箸等が必要かなどを簡単に伝え合うことができるものです。

9月11日（日）

開催

～みんなにとって優しいお店はどっち？～お買い物体験 

● 耳が聴こえない方がいた
ら、自分がやってくれてう
れしいやり方で相手に伝え
たいです。（小学生）
● コミュニケーション方法は
手話だけではなく、いろい
ろな方法があるのだと知り
ました。今後気おくれせず
に接することができそうで
す。（保護者）

参加者の声

私たち福祉委員です!お互いに顔の見える地域へ

9月14日

担当職員
より♪

　校区別情報交換会では活発な意見交換の様子が見られ、回を増すごとに委員同士のつながりができてい
ることを感じました。
　引き続き、お互いに顔の見える地域づくりに向け、福祉委員同士の横のつながりを強化し、福祉委員活
動のさらなる活性化に取り組んでいきます。
　今後とも皆さんのまちの福祉委員さんをよろしくお願いします！

「隣組長や民生委員など、身近な役員さん
に顔つなぎしたり、散歩のときに近隣の
様子を気に掛ける等、自分にできること
を続けようと思います。」（太宰府中校区）

「地域みんなでの支え合い、日頃からのコミュ
ニケーション、見守りが大事だということを
改めて実感しました。」（太宰府東中校区）

「生活に困り感を持つ方の見守りポイ
ントや、見つけた後の流れが分かっ
てよかったです。」（学業院中校区）

「地域包括支援センターでは色々な支
援があることを知り、良い知識を得る
ことができました。今後の活動に活か
していきたいです。」（太宰府西中校区）

情報交換会
を終えて

考えよう！みんなに優しいコミュニケーション
こども福祉体験2022レポート！

“年齢や障がいの有無に
かかわらず「みんなにやさしいもの」、
「みんなが使いやすいもの」”は、

あなたの身の回りに
     ありますか？どんなものが
        あるか探してみよう！
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「福祉教育サポーター」が誕生しました！

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。

Q 予約は必要ですか？
 A　 担当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

入試要項をご持参ください。

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？

～心のコリをほぐしませんか？～
傾聴カフェクラシックコンサート

　太宰府市傾聴ボランティア「ロバの耳」主催で、クラ
シック弦楽四重奏のコンサートを開催します。クラシッ
クやポピュラー音楽をお届けします。
日　時　12月21日（水）
　　　　　13：30～14：30（13：00～受付）
場　所　太宰府市総合福祉センター　3階大会議室
出　演　minoriカルテット弦楽四重奏
定　員　50名　　 参加費　無料
お申し込み　太宰府市社会福祉協議会　TEL：923-3230
　　　　　　　（12月1日より受付開始）

 勉強させていただいたことをぜ
ひ生かして、一緒に学んでいき
たいと思います。
 たくさんの気づきを得ることが
できました。子どもたちにも「気
づき」「行動」が伝えられたらと
思っています。

10月20日に太宰府東小学校のア
イマスク体験でガイドボランティ
ア アイ・あいの会と一緒に活動し
ました！

福祉教育サポーターの意気込み

　福祉教育サポーターについての詳細や、活動を希望される方
は、太宰府市社会福祉協議会へご連絡ください！

　8月24日、9月27日に福祉教育サポーター養成
講座を開催しました。福祉教育サポーターとは、
市内小学校での「車いす体験」や「アイマスク体
験」などの様々な福祉体験の際に、子どもたちの
「見守り」や「声かけ」を行うボランティアです！
　 1日目…「福祉教育」についての講義と、太宰府市
内で取り組んでいる福祉教育の紹介をしました。
　 2日目…小学校の授業でゲストティーチャーを
されている車いすユーザーの和

わ

田
だ

 孝
たかし

さんより、
普段の暮らしや福祉教育に対する思いをお話い
ただきました。その後、車いす体験を実施し、
子どもたちが安全に体験学習に取り組み、福祉
についての考えを深めることができるようなサ
ポート方法について学びました。

15名のサポーターが誕生！

階段昇降の見守り
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ボランティア
みんなの掲示板

11月11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



太宰府市社会福
祉協議会立

保育所
太宰府園

野外活動に行ってきました！

こんにちは! たんぽぽクラブです

ワークショップで
新聞紙あそび

靴を

洗っちゃおう

　保育所太宰府園では自然の中で心も体も解放されながら友達と存分に楽しみ、豊かな感性を育むことを目的とし
た野外活動を定期的に行っています。今回は年中児あひる組は観世音寺へ、年長児くま組は自然探検へ出かけました。

　たんぽぽクラプでは毎月、「おとうさんと一緒」という活動を行っています。講師をお招きしたワークショップや身
近な物を利用した手作りおもちゃ、時にはのんびり自然散策など様々な活動を楽しんでいます。始めは緊張気味の
お父さんも、徐々に我が子と向き合う表情が穏やかになり、ほのぼのとした雰囲気になっていきます。父子2人の密
な時間は、普段お仕事で子どもと接する時間が少ないお父さんにとって新鮮なひとときのようです。これからも親
子の関わり、父親同士のつながりが広がる楽しい活動を続けていきたいと思っています。

　秋の観世音寺にはバッタやコオロギがた
くさんいます。到着すると、早速、虫取り合
戦の始まりです。
　最初は「虫取り網で捕る」と、はりきってい
た子どもたちでしたが、手で捕まえたほうが

早いと気付くと、網を放り投げ、夢中になって追いかけていきま
した。逃げないように両手でそっと押さえて、指と指の間を覗
いて見ている子どもたちは、まるで宝物を見つけたかのような
表情です。中には網で押さえたものの触ることができず、「誰か、
取って一」と助けを求め、すかさず、得意な子が上手に捕まえて
あげる姿も見られました。ふと気が付くと靴が泥だらけ。前日
の雨でぬかるんだ場所に入り込んだことに気が付かないほど、
夢中になっていました。ちょうどそばにあった川でジャブジャ
ブと靴洗い！全力で汚れて、全力で楽しんだ1日でした。

　園長先生を先頭に、行先不明の「シーク
レット探検隊」のスタートです。木々が生い
茂った森の中をワクワクドキドキしながら
通り抜けて太宰府市民の森に到着！
　そこには様々な植物や生き物がたくさ

ん！子どもたちはすぐに沢ガニを発見しました。岩場の陰や
石の下などを覗き込み、一生懸命探して捕まえます。いよい
よ園に戻る頃になって「カニを持って帰りたい」という言葉か
ら皆でどうするか話し合いました。「川に戻してあげた方が
いい」「せっかく捕まえたのに。」「エサは何？」等意見を出し合
い、沢に戻す子、持って帰る子に分かれました。園に戻ると
図鑑を見ながらどんなエサをあげてよいか調べて、金魚のエ
サをあげました。野外活動を通して探求心や好奇心が生ま
れ、仲間と考え、共に行動する楽しさも学んだようです。

　活動内容については太宰府市役
所、子育て支援センター等、市の施
設に「たんぽぽだより」があります
ので、ぜひご覧ください。

ここには

いないぞ

4歳児
あひる組

5歳児
くま組

夏祭りごっこ
を

しました

大きな
葉っぱ
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12月12日は『漢字の日』

一般寄付
寄付者名　内

うち

田
だ

　一
かず

博
ひろ

 様
行 政 区　五条区

寄付者名　榊
さかき

　恵
え

美
み

子
こ

 様
行 政 区　五条台区

※結婚相談以外は、お電話での相談も可能です。　※年末年始（12月28日～1月4日）及び祝日の場合は、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。
※結婚相談は、令和5年3月をもって終了のため、新規登録は行っておりません。

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9月26日
～令和4年11月10日

福岡県知事表彰おめでとうございます！
　10月26日に開催された令和4年度福岡県社会福祉大会にて、長年にわたって
社会福祉の推進に貢献された方々の功績に対して、表彰状が贈呈されました。

民生委員・児童委員
佐
さ

伯
えき

　幸
ゆき

昭
あき

 さん（松川区） 栁
やなぎ

　久
ひさ

子
こ

 さん（星ヶ丘区）
矢
や

野
の

　典
のり

子
こ

 さん（水城ヶ丘区） 菊
きく

武
たけ

　育
いく

穗
ほ

 さん（榎区）

第22回全国障害者スポーツ大会
陸上競技で金メダルを獲得！！

　10月29日から栃木県で開催された「全国障害者スポーツ大会」に、本会
職員であり太宰府市在住の片

かた

平
ひら

留
る

依
い

さんが陸上競技の福岡県代表として
出場し、陸上競技1500ｍで金メダル、100ｍで銅メダルを獲得しました！
競技を始めて3年目の快挙です。パラスポーツの魅力を伝え、
その裾野を広げる存在として、片

かた

平
ひら

さんの今後の活躍を
期待しています！福岡県知

　公益財団法人日本漢字能力検定協会が1995(平成7)年12月12日に制
定。同協会では毎年「今年の漢字」を全国から募集。一番多かった漢字を
発表して、京都・清水寺貫主の揮毫でその字を清水寺に奉納している。日
付は12と12を「いい字一字」と読む語呂合わせで、日本人ひとりひとり
が毎年「いい字」を「一字」は覚えて欲しいとの願いが込められている。
 （出典：一般社団法人日本記念日協会ホームページ）

　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、レクリエーショ
ン用具等の貸出を一部休止し
ておりましたが、再開するこ
とになりました。
　詳細はホームページの「福祉
用具等一覧」をご覧ください。

今日は何の日？

今回、貴重な経験をさせていただ
きとても刺激となりました。
これからも記録更新を目指して頑
張っていきます。

レク
リエーション

用具・おもちゃの

貸出を全面再開しました！
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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

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：介護のふれあい会事務局（太宰府市社会福祉協議会　地域福祉課）
　　　　　　　TEL：923-3230　FAX：923-0578

　2015年から2021年までの歴代コラボバッジが出てくる夢のバッジdeポンが総合福祉センター
1階ロビーの赤い羽根自販機横に登場しました!!
　カプセルの中身はその年の鷹の祭典のユニフォームを着用した
ハリーホークの限定デザインバッジです。どのハリーホークが
出るのかお楽しみに！！

　「介護のふれあい会」では、介護についての勉強会を行ったり、介護の悩みや工夫している点などを
和気あいあいとした雰囲気の中で語り合う定例会を開催しています。
　現在介護をされている方や介護経験のある方だけでなく、介護に関心のある方のご参加も大歓迎です♪
また、見学も受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

これまでの取り組み

勉強会（介護保険制度、在宅医療、認知症等）、茶話会、
リフレッシュ日帰り旅行など
開催日：奇数月の第４水曜日　14：00～

　　　　　※ 内容により、定例日以外での開催となる場合が
あります。

参加費：年会費 500円

赤い羽根共同募金×福岡ソフトバンクホークス

歴代プレミアムバッジdeポンはじめました！

メール申込み
QRコード

2017年

2021年

2018年

2020年

1回500円!!全額が共同募金への寄付金となります

2022年限定バッジ

2022年限定のバッジの申し込みは
社協窓口やメールで受付中です！
お気軽にお問い合わせください！

「介護のふれあい会」に参加してみませんか？

太宰府市総合福祉センター及び太宰府市立老人福祉センターは下記のとおり休館いたします。
休館日  令和4年12月28日（水）から令和5年1月4日（水）まで

年末年始
休館の

お知らせ
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