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84号

　障がい児放課後等対策事業を利用している子ども達と町内の中学生との交流を通じて、子ど

も達の福祉への理解の促進及び健全育成を目的に、この体験学習を開催しました。

　当日、最初は利用している子ども、中学生達も緊張していた様子でしたが、一緒に勉強した

り、お祭りの準備などを通じて、緊張もほぐれてきたのか自然と笑顔も見られ楽しそうにして

いました。

　写真は子ども達と一緒に、ハヤや金魚をすくっている様子です。上手くすくえたかな？？

中学生ボランティア体験教室 開 催 日　８月22日（木）
場　　所　福祉センター
参加者数　50名



中学生ボランティア
体験教室

地区座談会

参加者
の声

　初めて自分と一緒に活動する子どもと
会った時は、どう接したらよいかわからず、
中々話すことができませんでした。勇気を
もって話しかけてみると、絵をかくことが

好きだということや、どんな歌手が好きなのか、たくさん話して
くれました。うちとけあえたときは、とてもうれしかったです。
　11時頃からは夏祭りの準備で看板を一緒に作りました。他の
子ども達とも接していると、それぞれ得意なことがあって、それ
をしているときの笑顔がいきいきとしていることに気付きまし
た。また、一緒にお店をまわる際は、ヨーヨーつりやわたがしも
あり、私自身も楽しむことができました。
　一日を通して、誰にでも苦手なことはあるけど、別の見方をす
れば、長所に見えてくるものだと分かりました。今日のボランティ
アはとても良い経験になりました。� 粕屋中学校　南　菜々恵

地域は、豊かな人材の宝庫とは思いませんか？
退職後の生きがいとして、今までの経験・知識を地域で活かしませんか？

お互いが学びあい役立ち合う地域 活動の輪が広がり、地域全体が明るく元気
になっていくことが大切です。学び

あう

　粕屋町社会福祉協議会では平成18
年度から、区長をはじめとする区関係
者、民生委員・児童委員、福祉委員、
その他地域で活動しておられるボラン
ティアの方々を対象に地区座談会を開
催しております。
　座談会の内容としては、「見守り」
をメインとして、その時々に起きた事
件や高齢者に関するニュースをまじえ
たテーマを準備し、参加者との懇談を
おこない、地域の実情を把握し、福祉
ニーズの共有化を行ってきました。

　現在、粕屋町では民生委員・児童委員、福祉委員、老人クラブの
方々、友愛訪問ボランティアなど見守り活動が盛んに行われていま
す。しかし、地域にはひとり暮らし高齢者が多く住まわれ、次第に
関係者の方々だけでは見守ることが難しくなってきました。
　そこで昨年度の座談会では、見守りが必要な方とその隣近所の方
との挨拶を通した365日の見守り活動の提案を各区で行いました。
　今年度は、モデル地区で、「あいさつカード」を通じた365日の
あいさつ運動を推進し、地域に住まわれている方々からの「気づき」
で孤立死や悪質商法、または虐待などの更なる早期発見につなげる
活動を行います。
　この運動にはご近所の方々の力が必要になります。皆さまの所に
もお願いに伺う事もありますので、ご協力を宜しくお願いします。

年　　度 開催地区数 年　　度 開催地区数
平成 18 年度 ３ 地 区 平成 22 年度 開 催 な し
平成 19 年度 18 地 区 平成 23 年度 22 地 区
平成 20 年度 20 地 区 平成 24 年度 21 地 区
平成 21 年度 17 地 区 平成 25 年度 実 施 中

※平成22年度は、第２次粕屋町地域福祉活動計画策定の為に実施しておりません。

座 談 会 実 績

　のびのびルーム（障がい児放課後等対策事業）は、社協が粕屋町の委託を受け①見守りの者がいない障が
いのある児童の学校等下校後に活動する場の確保、②障がい児を持つ親の就労支援、または③家族の一時的
休息を目的に実施している事業で、年間2,200名以上の児童がご利用されています。

参加者名簿

生�徒�氏�名

粕
屋
東
中
学
校

1 大　屋　尋　鷹
2 木　下　春　菜
3 山　﨑　　　躍
4 黒　岩　乃　杏
5 野　田　千　聖

粕
屋
中
学
校

6 友　清　慧　太
7 林　　　明　穂
8 南　　　奈々恵
9 千代原　夏　菜
10 藤　野　柊　斗
11 安　達　颯　大
12 金　子　伸太郎

粕
屋
町
子
ど
も
育

成
会
連
絡
協
議
会

13 田　中　優　深
14 匿 名
15 吉　村　優　希
16 畑　島　伸　哉
17 薦　野　杏　佳
18 日　高　美　咲

生�徒�氏�名

そ
の
他
VO

19 田　中　雄　太
20 松　山　貴　則
21 村　野　瑞　樹
22 櫛　川　夏　海
23 鈴　木　成　康

実
習
生

24 百　済　文　香
25 黒 木　　 睦
26 信　岡　陽　子
27 片　平　達　也
28 藤　田　彩　乃

（敬称略）
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お互いが顔見知りになる地域
他人に無関心では課題を抱える人の姿が見えにくくなっていませんか？
個人のプライバシーを最大限尊重しながら、もう一度、他の人の行動や生活に関心を持ってみませんか？

地域で暮らす方々が出会うことが大切です。知り
合う

障がい者研修会

開催日　７月６日（土）

演　題　「身近なものを使って、
　　　　　　　　　　リハビリ体操」

参加者　22名

講　師　福岡県作業療法協会理事
　　　　　　　　濱本　孝弘先生

　障がい者研修会のリハビリ体操に参加しました。イスに座ってできる体操と
いうことでしたが、足を動かし、腕を動かしたりと、しっかりと体を動かす体
操でした。
　円になって、となりの人に声をかけながらボールを渡していきました。一声、
一声をかけることで自然と笑顔になり、コミュニケーションもとりやすかった
です。
　体操をするだけでなく、となりの方に一言、声をかけながらやることで、場
も和み、体も軽くなり楽しく参加することができました。
� 地域活動支援センター　ステップアップⅢ型　早渕さやか

この事業を開催するにあたりご協力いただきましたボランティアさんに
厚くお礼申し上げます。� 社協事務局

参加者
の声

ご存知ですか？予防接種のお話し会
　粕屋町社会福祉協議会では、出前講座特別編
「予防接種のお話し会」を開催致します。
　お子さんの出産を控えている方、子育て真っ
最中の方、予防接種について一緒に学んでみま
せんか。
　秋からインフルエンザワクチンも始まります
し、小児科の先生にワクチンのスケジュール等
で聞いてみたいことはありませんか。ご友人を
多数お誘い合わせの上、ご参加下さい。

内　　　容

●�参加対象者　（粕屋町在住の方で）
★出産を控えている方
★小さなお子様をお持ちの保護者
★�子育て関係で働く、保育士さん、保健師さん
など
★子育て関係に興味のある方

●開 設 場 所� 粕屋町福祉センター

●�実 施 日 時� ９月14日�（土）�14:00〜

●時　　　間� １時間程度

●�参　加　費� 無料

●講　　　師� ふたばこどもクリニック
　　　　　　� 　　院長　とねがわ先生

●託　　　児 託児はありません。
　　　　　� お子様と一緒にご参加下さい。

●お問い合わせ
　粕屋町社会福祉協議会
　粕屋町長者原 252番地
　福祉センター内　敷縄池横
　電話 938− 6844
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知り
合う

知的障がい児（者）・ＬＤ・ＡＤＨＤ

親子バスハイク

開催日　７月20日（土）
場　所　山口県下関市
参加者　119名

参加者
の声

　７月20日に行われたしものせき水族館「海響館」へバ
スハイクに行って来ました。今年は119名もの参加があ
り、とても大人数だったのですが、社協の方々、他のスタッ
フの方々の引率のおかげで楽しく無事故で帰ってくる事
ができました。
　子供に悩みを持つ親同士、日頃のお友達はもちろん初

めての方々ともお知り合いになる事ができ、色々な情報交換などなど、親子共々大変盛り上がりました。
　この事業は、赤い羽根共同募金の配分金とお聞きしました。とても感謝しております。楽しいひとときをど
うもありがとうございました。� 匿名

★団体支援（老人クラブ連合会活動・身体障がい者福祉協会・知的障がい児（者）親の会）★地
域活動支援事業所ステップアップ運営支援　★子育て応援サロン（毎月１回、現在、療育を受け
ている子どもとその保護者を対象）★子育て出前講座の開催　★身体障がい者生き甲斐対策支援
通所事業　★電話訪問活動の実施（70歳程度の希望される高齢者宅に電話での安否の確認。月曜
日から金曜日実施）★友愛訪問活動の実施　★ひとり暮らし高齢者見守り活動推進事業
� ※�★は随時実施しております

★粕屋町ふれあいバス運行（月曜日から金曜日平日１６便運行）★日常生活自立支援事業
（判断能力の不安な方やお金の管理に困っている方を対象に実施）★生活福祉資金貸付事業
（随時。資金の貸付制度の説明・書類提出）★車椅子貸出（車椅子の無料貸出。介護保険等
制度を利用されている方は対象外です）★介護保険事業（居宅介護支援事業・訪問介護事業）
★指定障害者訪問サービス事業　★家事・介護支援サービス事業　★障がい児放課後等対
策事業（障がい児学童、障がい児の一時預かりを目的に実施。月曜日から金曜日までの平
日）★音訳活動　★スポーツ大会参加（郡身障者グランドゴルフ大会補助・障がい者スポー
ツ協会補助）� ※�★は随時実施しております

★軽運動教室の開催　★趣味教室の開催　★地域活動福祉の支援（各区座談会の開催）★軽度発
達障がい情報提供　★高齢者月間ポスター（敬老の日）★児童福祉月間ポスター　★中学生ボラ
ンティア体験教室　★福祉読本の配布　★総合学習支援　★学生ボランティアの育成　★地域福
祉環境向上への活動及び福祉協力校活動費　★地域青少年育成事業　★福祉委員活動に対する援
助と支援� ※�★は随時実施しております

学び合う
ために

助け合う
ために

知り合う
ために

お互いが助け合う地域
ご近所にさまざまな課題を抱えて困難な状況に陥っている人たちがいませんか？
同じ地域の仲間として包み支えあっていくために、お互いの気持ちを尊重し、自分の気持ちと同じように
他人の気持ちも認めあっていきませんか？

地域で人と人のつながりを大切にし、お互い助けたり、
助けられたりする関係を作っていくことが大切です。

★環境美化運動の推進（４月）★ボランティアセンター運営委員会（毎月１回）★ボランティア連絡協議会運
営委員会（毎月１回）★ボランティア活動保険加入（随時）★手話奉仕員養成講座（６月５日（水）から全24回）
★ボランティアセミナー（防災セミナー６月１日（土）33名参加・８月３日（土）子どもフェスタ83名）
★ボランティアハンドブックの作成　� ※�★は随時実施しております

★ボランティアセンターだよりの発行（８月）★ボランティアだより（７月）子育て情報誌「かすやキッズネッ
ト」（毎月20日）★ボランティアの育成　★各種団体支援　★ホームページの更新（毎月）
� ※�★は随時実施しております

★理事会　★心配ごと相談（毎月第１・３火曜日）★各種委員会への参加　★各種機関・団体との連絡調整（行
政機関・民生委員・児童委員協議会）� ※�★は随時実施しております

ボランティアの育成

情報の収集と提供

社協

平成25年6月から8月までの実施事業

★鶴寿祝い品贈呈（４名、鏡贈呈）
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認知症かな？ちょっとでも不安を感じたら、専門の病院(物忘れ外来・認知症外来)を受診しましょう！
介護や認知症の相談は、役場や居宅介護支援事業所へ

　　　　　　　　　　　　　〜ひとりで悩まずに専門家にご相談ください！〜　　　　　　　（担当　前田）

　介護の問題は、これまで家庭の問題とされていましたが、急速な高齢化や少子化の中で家族だけでは支えきれ

ない大きな社会問題となってきました。

　介護を社会全体で支えあっていこうという制度が「介護保険制度」です。

　いつまでも住み慣れたこの町で安心して暮らしていくために、介護保険のことを学んでいきましょう。

今回は「サービス利用に向けた手順や支給限度額」について
　要支援や要介護の認定を受けると、介護保険サービスを利用できます。

利用の手順
ケアプラン（介護サービス計画）の作成

�　　�ケアプランは、要介護認定を受けた本人やその家族の心身状況と生活環境などに配慮し、いつ、どんなサー
ビスを、どれだけ受けるかをまとめた計画書のことです。

要介護①〜⑤の人

　　◎在宅でサービスを利用する場合

　　　�○居宅介護支援事業者と契約しケアプラン作成を依頼します。

　　　　　　　�居宅介護支援事業所とは、ケアマネジャーがいる事業所のことです。
　　　　　

➡

　�ケアマネジャーとは、介護保険サービスを利用する際窓口となって相談にのってくれる専門職の
ことです。

　　　�○担当者会議

　　　　　

➡

　�本人や家族・サービス事業者の担当者が集まり、サービス内容を検討し利用するサービスの種類
や回数を決めます。

　　　�○サービス事業者と契約

　　　　　

➡

　�サービスを担当するサービス事業者と契約します。
　　　�○サービスの利用開始

　　◎施設に入所してサービスを利用する場合

　　　�○入所希望の介護保険施設に直接申し込み、契約しサービスを利用します。

要支援①・②の人
　　　�○地域包括支援センターと契約してケアプランの作成を依頼します。

　　　�　担当者会議、サービス事業者と契約しサービスを利用します。

在宅サービスを利用する際には、認定区分ごとに利用できる 1ヶ月の上限額（支給限度額）が決められています。

1割の自己負担で利用できますが、支給限度額を超える部分の費用は、全額自己負担となるので注意が必要です。

なるべくその範囲内で必要なサービスが過不足なく受けられるようなプランを組んでもらいましょう。

在宅サービスの支給限度額

次回は「介護サービスの種類について」の特集です。

認知症ってなぁ〜に?

区分 認定区分 一ヶ月あたりの
支給限度額 負担額《1割》

予防給付
（予防サービス）

要支援1 4,970単位 4,970円

要支援2 10,400単位 10,400円

介護給付
（介護サービス）

要介護1 16,580単位 16,580円

要介護2 19,480単位 19,480円

要介護3 26,750単位 26,750円

要介護4 30,600単位 30,600円

要介護5 35,830単位 35,830円

「1 単位 =10 円」が基本となり

ますが、サービスの種類や事業

所の所在地により、単位数が異

なるため実際にかかる金額に幅

がでます。

ケアプラン

5 ケアマネからのほっとメッセージ



福
祉
研
修
会

ふ
れ
あ
い
バ
ス

開 催 日　7月27日（土）
場　　所　福祉センター
講　　演　「自分も相手も大切にする
　　　　　　　コミュニケーション術を学ぼう」
講　　師　NPO法人　日本ソーシャルコーチ協会
 理事長　冨岡　郁雄　氏
参加者数　82名

　昨年の「傾聴」についての講演が好評だったことを受けて、今年も日本ソーシャルコーチ協会理事長の冨岡郁雄氏か
ら「自分も相手も大切にするコミュニケーション術を学ぼう」をテーマにご講演頂きました。
　その中で、「Ｉメッセージ」について説明がありました。これは、相手の気持ちに寄り添い「共感」し、自分がどう感
じたかをＩ（アイ=私）メッセージで伝える事で、自分を大切にする心や自尊感情が育まれ、それが相手も大切にできる
ようになるコミュニケーションの手法です。 
　相手をほめる時は、私を主語にして「私は嬉しい！ありがとう」と伝え、そうでない時も「あなたはダメね！」ではなく

「私は悲しい」と伝えるのが大切という話が強く印象に残りました。
　各種団体の方々が参加され、多くの方が講演を耳にして時に真剣に、時に笑顔で熱心に聞かれていました。

事務局

ふれあいバス利用者の声

参加者の声
・地域において（自分と相手）コミュニケーションのとり方が益々難しくなる社会で（言葉の力）の大切さ、重要さを

改めて理解出来ました。

・前回に引き続き、今回も大変わかりやすい内容で、自分が理解していた「傾聴」をさらに深く、実践を交えて学ぶこ
とができたことに感謝します。

愛される「ふれあいバス」をめざして
　平成 20 年 4 月、粕屋町内の高齢者等交通弱者の利便及び、地域社会参画の促進を目的とする巡回バス
の効果的な運行を図るため、粕屋町福祉バス運行協議会が設置されました。社会福祉協議会・老人クラブ・
区長会・民生委員児童委員協議会・障がい者関連団体・婦人会・子育て応援団などの代表 10 名の委員で構
成され、多くの人が利用しやすい巡回バスになるよう協議を重ねています。
　町内の公共施設を巡回するバスを気持ちよく利用する為に、乗務員のマナー向上や、バスの改善（名称変更・
ステップの手すりやチャイムの改善・行き先の表示など。）を行いました。「バス停を増やしてほしい」・「増
便を」などの要望に、バス路線を 3 路線から 4 路線に増設、それに伴いバス停の見直し、10 箇所のバス停
の新設、時刻表の変更等の運行改善に取り組み、24 年 7 月 17 日より新しい路線と時刻表で運行しています。
　まだまだ未熟ですが、アンケートなどで皆様の要望を把握して、親しまれ愛される「ふれあいバス」を目
指してまいります。 粕屋町福祉バス運行協議会

時刻表はＰ８をご覧下さい。（注意点）
●�土日祝日、年末年始（12月28日から１月４日）、お盆（８月13･14･15日）は運行しません。
●�サンレイクかすや・かすやドームの休館日は停まりません。
●�本年７月２日（火）〜９月 27日（金）の期間の内、ABCD各コースの２便目（★マーク）はかすやドームへ運行します

　私が初めて「ふれあいバス」を利用した時、降車するバス停は分かっておりましたが、私の頭の中の路線と
異り、原町を右に進行、左に進行、「このバスどこに行くのだろう」と不安を感じながらも、車窓から風景を見
たら、知らなかった粕屋の町を知る事ができ、今では西鉄バスとふれあいバスの時間表を見合せながら利用し
ています。また、ふれあいバスを利用する事により、利用者同士が友だちになられている事も知りました。
　何でも上手に利用していきたいものです。� 78 才　匿名

　多の津から、役場、篠栗線に出るには、バスが無く、交通弱者の高齢者にはとても大変です。不便な地域に福祉バ
スが通るので大変助かっています。それも無料です。私も週に２、３回利用させてもらいとても感謝しています。
　昨年７月17日よりDコースが、多の津から乗れるようになり、Cコースも柚須駅前、乙仲原西公民館前に停まる
ようになり、博多にも行きやすく、買物、ショッピングと行動範囲も広くなって大変助かっています。今、脳若ト
レーニングに参加するのに、ふれあいバスで直接福祉センターまで利用ができて、とてもラッキーです。
　多の津はCコース、Dコースと通っているので上手に利用すればすごく買物、お出かけと楽しめると思います。
これからもよろしくお願い致します。　� 多の津区　吉森

6福祉研修会・ふれあいバス



　共同募金運動は、その時々の社会的課題に対する配分を行いながら今日まで継続して続いており、現在は、この募
金で集った募金は、高齢者福祉、障がい者福祉、青少年福祉、住民全般の福祉（ボランティアなど）に使途され、地
域の福祉活動を推進するための財源等に活用しています。
　65年の長きにわたって、住民同士がささえあうための活動を行っている運動は他に類を見ません。
　今年も10月１日から12月31日の３月間、全国一斉に「赤い羽根」をシンボルとした共同募金運動が始まります。
　今日までの町民の皆さまのご協力に感謝致しますとともに、粕屋町が「安心と生きがいあふれる地域」になる為に
も、本年度も一層のご理解、ご協力をお願い致します。
　赤い羽根共同募金運動で集まったお金は、全額、福岡県の共同募金会へ集められます。その後、粕屋町社会福祉協
議会へ配分されます。
　社会福祉協議会が行うさまざまな事業は、この赤い羽根共同募金運動の配分金や香典返し寄付金などで行っており
ます。� （事業以外では、使用していないことを付け加えさせていただきます）

★所得税の税額控除について
　所得税の税額控除とは、所得税から一定の金額を控
除する制度です。
　これまでは、共同募金会に寄付した場合の所得税の
税制優遇措置は、所得控除のみでしたが、昨年度から
の寄付は、所得控除と税額控除のいずれかを選べるよ
うになります。

　なお、住民税については、従前から税額控除の適用を受けてい
ます。

★所得控除と税額控除の控除額の比較
　所得300万円(課税所得165万円)の場合、所得税額は82,500
円となります。
　共同募金に下記の金額を寄付し、①所得控除を選択した場合
と、②税額控除を選択した場合の、控除後の所得税額の比較は
下記のとおりです。

（１）１万円寄付の場合
①所得控除を選択：所得税額　82,100円（減税額　　�400円）
②税額控除を選択：所得税額　79,300円（減税額　�3,200円）
（２）５千円寄付の場合
①所得控除を選択：所得税額　82,350円（減税額　　�150円）
②税額控除を選択：所得税額　81,300円（減税額　�1,200円）

※企業などの法人は、従来どおり全額損金算入できます。

平成 25 年度　粕屋町社会福祉協議会へ配分されたお金　　　 10,290,400円
（内訳）
高齢者福祉活動費として　　 2,136,000円 児童・青少年福祉活動費として 2,932,000円
障がい者福祉活動費として 1,547,000円 住民全般福祉活動費として　 3,675,400円

特別配分金として
高齢者（ひとり暮らし）弁当配付材料代　　　　　 200,000円
地域活動支援センターステップアップ運営費として 400,000円

じぶんの町を良くするしくみ

共同募金に係る所得税の税額控除について

平成 25 年度  赤い羽根キャッチフレーズ

高
た か

尾
お

  辰
た つ

丸
ま る

さん  敬愛高等学校３年（門司区）

『あたためよう
君の想い  みんなの想い・・・

赤い羽根共同募金』

ひとり、ひとりのやさしさが、 
あなたの住む町を、もっと、やさしくしてくれます。 

赤い羽根の募金活動は、 町の人のやさしい気持ちを集める活動です。 
あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、

きっと、町を変えていくはじめの一歩となるはずです。 
もっと、もっと、良いまちになりますように。 （赤い羽根共同募金ＨＰより）
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ホームページをご覧下さい

粕屋町社会福祉協議会 検索

QR コード：社協ホームページ

発　　　行
平成25年９月６日

事　務　局
粕屋町福祉センター内
粕屋町社会福祉協議会

TEL�938−6844
FAX�938−6886

再生紙を使用しています
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粕屋町ふれあいバス運行時刻表
停　留　所 発　車　時　刻

粕屋町福祉センター 9:23 11:44 13:45 16:10
かすやドーム ★ 13:48 16:13
サンレイクかすや 9:26 11:47 13:50 16:15
粕屋町健康センター 9:27 11:48 13:51 16:16
粕屋町役場 9:28 11:49 13:52 16:17
パティオ福岡東 9:29 11:50 13:53 16:18
粕屋フォーラム前 9:32 11:53 13:56 16:21
原町バス停 9:33 11:54 13:57 16:22
熊崎バス停 9:38 11:59 14:02 16:27
高橋バス停 9:39 12:00 14:03 16:28
仲原小学校前バス停 9:40 12:01 14:04 16:29
清光寺前 9:41 12:02 14:05 16:30
宮崎バス停 9:43 12:04 14:07 16:32
酒殿バス停 9:45 12:06 14:09 16:34
緑の里（施設） 9:46 12:07 14:10 16:35
萱場バス停 9:48 12:09 14:12 16:37
JR酒殿駅前 9:49 12:10 14:13 16:38
古賀園 9:52 12:13 14:16 16:41
松尾医院前 9:54 12:15 14:18 16:43
花ヶ浦４丁目 9:55 12:16 14:19 16:44
粕屋町商工会前 9:58 12:19 14:22 16:47
パティオ福岡東 10:00 12:21 14:24 16:49
粕屋町健康センター 10:02 12:23 14:26 16:51
粕屋町役場 10:03 12:24 14:27 16:52
サンレイクかすや 10:04 12:25 14:28 16:53
かすやドーム 10:06 12:27 14:30 16:55
粕屋町福祉センター 10:10 12:31 14:34 16:59

停　留　所 発　車　時　刻
粕屋町福祉センター 9:38 11:37 14:00 16:03
かすやドーム ★ 14:03 16:06
サンレイクかすや 9:41 11:40 14:05 16:08
粕屋町健康センター 9:42 11:41 14:06 16:09
粕屋町役場 9:43 11:42 14:07 16:10
花ヶ浦２丁目 9:44 11:43 14:08 16:11
粕屋町商工会前 9:47 11:46 14:11 16:14
三角田 9:49 11:48 14:13 16:16
物流センター入口バス停 9:51 11:50 14:15 16:18
長福寺 9:56 11:55 14:20 16:23
雨水橋横 9:58 11:57 14:22 16:25
広田 10:01 12:00 14:25 16:28
サンライフ 10:04 12:03 14:28 16:31
多の津 10:06 12:05 14:30 16:33
内橋１区公民館 10:08 12:07 14:32 16:35
内橋 10:09 12:08 14:33 16:36
坪見バス停 10:11 12:10 14:35 16:38
戸原天満宮入口 10:12 12:11 14:36 16:39
伊賀踏切 10:14 12:13 14:38 16:41
スポーツ公園 10:15 12:14 14:39 16:42
飯塚信用金庫前 10:16 12:15 14:40 16:43
粕屋フォーラム前 10:19 12:18 14:43 16:46
ダイトー電機店前 10:20 12:19 14:44 16:47
粕屋町健康センター 10:22 12:21 14:46 16:49
粕屋町役場 10:23 12:22 14:47 16:50
サンレイクかすや 10:24 12:23 14:48 16:51
かすやドーム 10:26 12:25 14:50 16:53
粕屋町福祉センター 10:30 12:29 14:54 16:57

Ｂ
コ
ー
ス
　
乙
仲
原
東
・
甲
仲
原
・
酒
殿
・
花
ヶ
浦
　
方
面

Ｄ
コ
ー
ス
　
戸
原
・
内
橋
・
長
戸
　
方
面

停　留　所 発　車　時　刻
粕屋町福祉センター 8:30 10:25 12:46 14:49
かすやドーム ★ 12:49 14:52
サンレイクかすや 10:28 12:51 14:54
粕屋町健康センター 10:29 12:52 14:55
粕屋町役場 10:30 12:53 14:56
パティオ福岡東 10:31 12:54 14:57
粕屋フォーラム前 8:35 10:34 12:57 15:00
ABC電器店前 8:38 10:37 13:00 15:03
清水 8:39 10:38 13:01 15:04
下長者原交差点 8:40 10:39 13:02 15:05
青洲会病院 8:42 10:41 13:04 15:07
流通センター南交差点 8:46 10:45 13:08 15:11
多の津 8:48 10:47 13:10 15:13
内橋１区公民館 8:50 10:49 13:12 15:15
内橋 8:51 10:50 13:13 15:16
阿恵 8:54 10:53 13:16 15:19
阿恵橋 8:55 10:54 13:17 15:20
柚須文化センター 8:58 10:57 13:20 15:23
JR柚須駅前 9:00 10:59 13:22 15:25
乙仲原西公民館 9:01 11:00 13:23 15:26
四軒屋バス停 9:05 11:04 13:27 15:30
扇橋バス停 9:06 11:05 13:28 15:31
原町西 9:07 11:06 13:29 15:32
高木医院前 9:08 11:07 13:30 15:33
原町 9:09 11:08 13:31 15:34
粕屋町商工会前 9:11 11:10 13:33 15:36
パティオ福岡東 9:13 11:12 13:35 15:38
粕屋町健康センター 9:15 11:14 13:37 15:40
粕屋町役場 9:16 11:15 13:38 15:41
サンレイクかすや 9:17 11:16 13:39 15:42
かすやドーム 9:19 11:18 13:41 15:44
粕屋町福祉センター 9:23 11:22 13:45 15:48

停　留　所 発　車　時　刻
粕屋町福祉センター 8:30 10:45 12:44 15:09
かすやドーム ★ 12:47 15:12
サンレイクかすや 10:48 12:49 15:14
粕屋町健康センター 10:49 12:50 15:15
粕屋町役場 10:50 12:51 15:16
花ヶ浦２丁目 10:51 12:52 15:17
粕屋町商工会前 10:54 12:55 15:20
長者原バス停 8:34 10:55 12:56 15:21
大隈バス停 8:36 10:57 12:58 15:23
門松交差点 8:37 10:58 12:59 15:24
粕屋農協本所前 8:40 11:01 13:02 15:27
上大隈 8:43 11:04 13:05 15:30
丸山バス停 8:49 11:10 13:11 15:36
江辻物流センター東 8:50 11:11 13:12 15:37
江辻公園 8:51 11:12 13:13 15:38
宮町 8:52 11:13 13:14 15:39
飯塚信用金庫前 8:54 11:15 13:16 15:41
粕屋フォーラム前 8:57 11:18 13:19 15:44
ダイトー電機店前 8:58 11:19 13:20 15:45
粕屋町健康センター 9:00 11:21 13:22 15:47
粕屋町役場 9:01 11:22 13:23 15:48
サンレイクかすや 9:02 11:23 13:24 15:49
かすやドーム 9:04 11:25 13:26 15:51
粕屋町福祉センター 9:08 11:29 13:30 15:55
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