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社協の事業は、赤い羽根共同募金の配分金等によって行われています。

　大気汚染、社会不安、親による虐待等、子どもたちをとりまく環境はきびしいものです。子どもたちの
あふれる笑顔、お母さんたちが、元気に育児できることのために、今ほど地域ぐるみの支援がもとめられ
ている時はありません。『内橋３区親子ひろば』は町のご指導と、地域の方々のご理解のもと、８年前に
スタートしました。毎週木曜日は、20 ～ 30組の親子でとてもにぎわっています。子どもたちは大広間で
思いっきり遊び、また、お母さんたちの交流の場となっています。
　社会福祉協議会のご協力で年３回、講師を招いて楽しい遊びも開催しています。
　『昨日まで出来なかったことが、今日は出来た！』こころもからだも、日々成長していく大切な幼児期、
この大切な時期に、子どもたちやそのお母さんたちと関わり、支援の一つにでもなればと９人のボランティ
アスタッフで試行錯誤しながら運営しています。
　皆さんもどうぞお越しください。お待ちしています。

　粕屋町社会福祉協議会では、子育て支援事業に関わる取り組みのひとつとして、講師と職員が町内の
子育てサロンにお伺いし“お母さん同士の仲間づくり”や“子育てサロンの充実”を目指して『子育て
出前講座』を行っています。
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2 ひとり暮らし高齢者バスハイク、身体障がい者・精神障がい者バスハイク、知的障がい(児)者、LD、ADHD親子バスハイク

　私は、お母さんと一緒にあそミル
ク牧場へバスハイクに行きました。
そこについてすぐにバイキングをし
ました。ハンバーグとコーヒーミルクプリンがとてもおいしかったです。
　食事が終わるとアイスクリーム作りをしました。固まっていくアイスをボールからはが
しながら混ぜるのが少し大変だったけどおいしくできたのでうれしかったです。

　学校のお友達と自由時間で小さなネズミやモルモットをさわることができたので楽しかったです。
　またバスハイクに行きたいと思いました。ありがとうございました。� 匿　名

開 催 日　　７月 19日（土）
場　　所　　熊本県阿蘇郡
　　　　　　らくのうマザーズ・阿蘇ミルク牧場
参 加 者　　123 名

知的障がい(児)者、LD、ADHD  親子バスハイク

参加者
の声

　この様な原稿を書くことになるとは夢にも思っていませんでした。
　漠然とバスに揺られ、新緑の木々の美しさを眺めておりました。
　隣の座席の方とは初対面でしたが、とてもきさくな方で、甘木のホテルに着くまで、楽
しい会話をすることができました。
　昼食前のひと時、お互いの色々な話をし、心に活力が生まれ、親睦会がいかに大事かを
学びました。

　その後、「道の駅・三連水車の里」を見学し、家路へと向かいました。車窓の風景は、広大な土地に小麦大麦
の作物が実り、昔なつかしい風景にも出会えました。
　この様な交流会に参加して出会えた人との交流、四季の風景等、元気と活力をもらい、明日からの日々を、
健やかに暮らしていきたいと思います。
　ボランティアの皆様方、お世話になりました。� 福浦　静代

開 催 日　　５月 24日（土）
場　　所　　甘木・松屋ガーデンパレス・
　　　　　　道の駅・三連水車の里
参 加 者　　63名
協　　力　　ボランティア連絡協議会

ひとり暮らし高齢者バスハイク

身体障がい者・精神障がい者バスハイク

参加者
の声

　今回のバスハイクに参加して、初めは
身体障がい者の方と一緒に参加というこ
とで不安もあったのですが、自分の親と
同世代の方々や、同じ作業所（多機能型「ス
テップアップ」）のメンバー（利用者）や
スタッフの方がいたので安心しました。

　風浪宮に参拝して、昼食の時間は満足に過ごせたのですが、柳川に来たのだから川下りが出来たら良かった
と思いました。
　今回のバスハイクは、梅雨空も晴れて、身障者やボランティアの方々と出会えてとても勉強になりました。
　この機会を頂いて心から感謝します。� 匿　名

開 催 日　　６月 28日（土）
場　　所　　大川市　風浪宮（散策）
参 加 者　　34名
協　　力　　ボランティア連絡協議会

参加者
の声



3中学生ボランティア体験教室

　「初めての出会いと」
　「こんにちは」、「・・・」。初めて出会っ
た僕のペアの子は、黙って僕と目をそ
らしながらはずかしがっていました。
　そんなＹ君と僕は最初のペア活動

で、宿題を教えたりして、だんだんしゃべるようになり、
仲良くなっていきました。
　次の活動のかん板作りで、お互いに助け合いながら一緒に、共通なものを作ることによってさらに距離が近
づきました。
　最初はあいさつをしても返事をかえさなかったＹ君が、最後のおわかれの時には僕に「バイバイ。また会お
うね。」と言ってくれるようになりました。その時僕は、誰でも、自分から心を開いて接していくことにより、
相手もそれにだんだんこたえてくれるんだと思いました。このボランティア活動で、人と人との壁は自分の心
が勝手に作っているんだと気づかせてもらいました。� 粕屋中学校　３年　志呂威　合勇

開 催 日　　８月 21日（木）
場　　所　　福祉センター
参 加 者　　33名

中学生ボランティア体験教室

参加者
の声

参 加 者 （敬称略）

　多人数をまとめることが難しく視野が狭くな
りがちでしたが、中学生と子どもたちが仲良さ
そうにしていて嬉しかったです。

福岡教育大学３年　嶋田　あや

　今回リーダーシップを発揮する番だったので
馴れないことが多々ありました。しかし、みん
な明るい顔で帰ったので良かったです。

西南学院大学３年　松尾　晴香

　のびのびルームの児童とボランティア生徒が、
共に協力して夏祭りを楽しんでいたように感じ
ました。自分も一緒に盛り上がり楽しめました。

筑紫女学園大学３年　松村　美咲

　皆の前で説明することは不安だったが、協力
的で、スムーズに進められました。慣れない状
況でも、楽しく活動が出来ました。

筑紫女学園大学３年　原　　翔子

実習生の声

粕屋中学校 粕屋東中学校 粕屋町子ども育成会
連 絡 協 議 会 福岡魁誠高校 その他 VO 実習生

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名
志呂威合勇 金子　大介 八尋　夏穂 河津　美空 上野　明音 桑田　優花 田中　雄太 嶋田　あや
谷山　龍汰 中本　嵩市 百田　千紗 中村　海斗 小山田真緒 平木　亜実 松山　貴則 松尾　晴香
岩永　理子 田中　友規 田中　優深 大津弥奈美 寺地沙耶香 諸岡　美帆 鳥越　航太 松村　美咲
匿　　　名 舎川　隼人 大屋　尋鷹 篠原　　翼 吉本　彩加 大前　果澄 鈴木　成康 原　　翔子
秋田　悠也 河野　風香 大野　颯斗 林　　笑理 木村　治哉 境　　椎南
南　明日歌 牟田　隼人 江頭　知優
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粕屋町ふれあいバス運行時刻表
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停 留 所 発 車 時 刻 停 留 所 の 位 置
粕屋町福祉センター 8:30 10:45 12:44 15:09 粕屋町福祉センター玄関前
かすやドーム 12:47 15:12 かすやドーム入口、ロータリー内
サンレイクかすや 10:48 12:49 15:14 サンレイクかすや入口、ロータリー内
粕屋町健康センター 10:49 12:50 15:15 粕屋町健康センター玄関前
粕屋町役場 10:50 12:51 15:16 役場南側バス停前（天神方面）
花ヶ浦２丁目 10:51 12:52 15:17 セレクシオン花ヶ浦、アパート前（若宮交差点方面）
粕屋町商工会前 10:54 12:55 15:20 中央小正門前（篠栗方面）
長者原バス停 8:34 10:55 12:56 15:21 長者原バス停（篠栗方面）
大隈バス停 8:36 10:57 12:58 15:23 大隈バス停（篠栗方面）
門松交差点 8:37 10:58 12:59 15:24 ガソリンスタンド手前マクドナルド向側（篠栗方面）
粕屋農協本所前 8:40 11:01 13:02 15:27 農協本所入口（久山方面）

上大隈 8:43 11:04 13:05 15:30 公民会館坂下、ヘアーサロンマルゼン前
（脇田交差点→居尻交差点方面）

丸山バス停 8:49 11:10 13:11 15:36 丸山バス停（内橋方面）
江辻物流センター東 8:50 11:11 13:12 15:37 佐川急便東側（焼町交差点方面）
江辻公園 8:51 11:12 13:13 15:38 江辻公園入口向側（江辻交差点方面）
宮町 8:52 11:13 13:14 15:39 宮町団地前（江辻交差点→三角田交差点方面）
飯塚信用金庫前 8:54 11:15 13:16 15:41 飯塚信用金庫前（長者原交差点方面）
粕屋フォーラム前 8:57 11:18 13:19 15:44 粕屋フォーラムせせらぎ公園入口（天神方面）
ダイトー電機店前 8:58 11:19 13:20 15:45 ダイトー電機店前（役場方面）
粕屋町健康センター 9:00 11:21 13:22 15:47 粕屋町健康センター玄関前
粕屋町役場 9:01 11:22 13:23 15:48 役場南側バス停前（天神方面）
サンレイクかすや 9:02 11:23 13:24 15:49 サンレイクかすや入口、ロータリー内
かすやドーム 9:04 11:25 13:26 15:51 かすやドーム入口、ロータリー内
粕屋町福祉センター 9:08 11:29 13:30 15:55 粕屋町福祉センター玄関前

停 留 所 発 車 時 刻 停 留 所 の 位 置
粕屋町福祉センター 9:23 11:44 13:45 16:10 粕屋町福祉センター玄関前
かすやドーム 13:48 16:13 かすやドーム入口、ロータリー内
サンレイクかすや 9:26 11:47 13:50 16:15 サンレイクかすや入口、ロータリー内
粕屋町健康センター 9:27 11:48 13:51 16:16 粕屋町健康センター玄関前
粕屋町役場 9:28 11:49 13:52 16:17 役場南側バス停前（天神方面）
パティオ福岡東 9:29 11:50 13:53 16:18 パティオ福岡東横（西側・かすやフォーラム方面）
粕屋フォーラム前 9:32 11:53 13:56 16:21 粕屋フォーラムせせらぎ公園入口（天神方面）
原町バス停 9:33 11:54 13:57 16:22 原町バス停付近（天神方面）
熊崎バス停 9:38 11:59 14:02 16:27 乙仲原東公民館前（酒殿方面）
高橋バス停 9:39 12:00 14:03 16:28 乙仲原バス停向側（酒殿方面）
仲原小学校前バス停 9:40 12:01 14:04 16:29 仲原幼稚園前（酒殿方面）
清光寺前 9:41 12:02 14:05 16:30 清光寺前（十原交差点方面）
宮崎バス停 9:43 12:04 14:07 16:32 宮崎バス停向側（丸の内交差点方面）
酒殿バス停 9:45 12:06 14:09 16:34 酒殿バス停横（須恵方面）
緑の里（施設） 9:46 12:07 14:10 16:35 緑の里入口前
萱場バス停 9:48 12:09 14:12 16:37 萱場バス停付近（須恵方面）
JR酒殿駅前 9:49 12:10 14:13 16:38 JR 酒殿駅前ロータリー内
古賀園 9:52 12:13 14:16 16:41 古賀園不燃物置場横（十原交差点方面）
松尾医院前 9:54 12:15 14:18 16:43 甲仲原公民館向側（酒殿方面へ 80m）
花ヶ浦４丁目 9:55 12:16 14:19 16:44 尾石医院向側（花ヶ浦公民館方面へ 70m）
粕屋町商工会前 9:58 12:19 14:22 16:47 中央小正門前（篠栗方面）
パティオ福岡東 10:00 12:21 14:24 16:49 パティオ福岡東横（西側・役場方面）
粕屋町健康センター 10:02 12:23 14:26 16:51 粕屋町健康センター玄関前
粕屋町役場 10:03 12:24 14:27 16:52 役場南側バス停前（天神方面）
サンレイクかすや 10:04 12:25 14:28 16:53 サンレイクかすや入口、ロータリー内
かすやドーム 10:06 12:27 14:30 16:55 かすやドーム入口、ロータリー内
粕屋町福祉センター 10:10 12:31 14:34 16:59 粕屋町福祉センター玄関前

Ａ
コース

B
コース

（Ｈ26．７月17日改定）
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粕屋町ふれあいバス運行時刻表
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停 留 所 発 車 時 刻 停 留 所 の 位 置
粕屋町福祉センター 8:30 10:25 12:46 14:49 粕屋町福祉センター玄関前
かすやドーム 12:49 14:52 かすやドーム入口、ロータリー内
サンレイクかすや 10:28 12:51 14:54 サンレイクかすや入口、ロータリー内
粕屋町健康センター 10:29 12:52 14:55 粕屋町健康センター玄関前
粕屋町役場 10:30 12:53 14:56 役場南側バス停前（天神方面）
パティオ福岡東 10:31 12:54 14:57 パティオ福岡東横（西側・かすやフォーラム方面）
粕屋フォーラム前 8:35 10:34 12:57 15:00 粕屋フォーラムせせらぎ公園入口（天神方面）
ABC電器店前 8:38 10:37 13:00 15:03 NTT 電話交換局南側（清水交差点方面）
清水 8:39 10:38 13:01 15:04 大町歯科向側（清水交差点方面）
下長者原交差点 8:40 10:39 13:02 15:05 フラワー 24、アパート前（内橋方面）
青洲会病院 8:42 10:41 13:04 15:07 青洲会病院、ロータリー内
流通センター南交差点 8:46 10:45 13:08 15:11 ヘアーサロンヒロセ前（流通センター方面）
多の津 8:48 10:47 13:10 15:13 多の津公民館前（内橋方面）
内橋１区公民館 8:50 10:49 13:12 15:15 内橋１区公民館前（内橋交差点方面）
内橋 8:51 10:50 13:13 15:16 内橋バス停（内橋交差点方面）
阿恵 8:54 10:53 13:16 15:19 博運社倉庫裏、杉村部品前（須恵川方面）
阿恵橋 8:55 10:54 13:17 15:20 スミレ歯科前（柚須交差点方面）
柚須文化センター 8:58 10:57 13:20 15:23 柚須文化センター入口
JR柚須駅前 9:00 10:59 13:22 15:25 JR 柚須駅前（柚須西交差点方面へ 50m）
乙仲原西公民館 9:01 11:00 13:23 15:26 乙仲原西公民館西側（釜屋交差点方面）
四軒屋バス停 9:05 11:04 13:27 15:30 四軒屋バス停（篠栗方面）
扇橋バス停 9:06 11:05 13:28 15:31 扇橋バス停（篠栗方面）
原町西 9:07 11:06 13:29 15:32 天神方面原町西バス停向側（篠栗方面）
高木医院前 9:08 11:07 13:30 15:33 高木医院前（篠栗方面）
原町 9:09 11:08 13:31 15:34 原町バス停より東 50m駐車場付近（篠栗方面）
粕屋町商工会前 9:11 11:10 13:33 15:36 中央小正門前（篠栗方面）
パティオ福岡東 9:13 11:12 13:35 15:38 パティオ福岡東横（西側・役場方面）
粕屋町健康センター 9:15 11:14 13:37 15:40 粕屋町健康センター玄関前
粕屋町役場 9:16 11:15 13:38 15:41 役場南側バス停前（天神方面）
サンレイクかすや 9:17 11:16 13:39 15:42 サンレイクかすや入口、ロータリー内
かすやドーム 9:19 11:18 13:41 15:44 かすやドーム入口、ロータリー内
粕屋町福祉センター 9:23 11:22 13:45 15:48 粕屋町福祉センター玄関前

停 留 所 発 車 時 刻 停 留 所 の 位 置
粕屋町福祉センター 9:38 11:37 14:00 16:03 粕屋町福祉センター玄関前
かすやドーム 14:03 16:06 かすやドーム入口、ロータリー内
サンレイクかすや 9:41 11:40 14:05 16:08 サンレイクかすや入口、ロータリー内
粕屋町健康センター 9:42 11:41 14:06 16:09 粕屋町健康センター玄関前
粕屋町役場 9:43 11:42 14:07 16:10 役場南側バス停前（天神方面）
花ヶ浦２丁目 9:44 11:43 14:08 16:11 セレクシオン花ヶ浦、アパート前（若宮交差点方面）
粕屋町商工会前 9:47 11:46 14:11 16:14 中央小正門前（篠栗方面）
三角田 9:49 11:48 14:13 16:16 交差点北側駐車場付近（県道　薬師大橋方面）
物流センター入口バス停 9:51 11:50 14:15 16:18 物流センター入口バス停（県道　粕屋大橋方面）
長福寺 9:56 11:55 14:20 16:23 JR 江辻バス停（土居烏田交差点方面）
雨水橋横 9:58 11:57 14:22 16:25 雨水橋北側（大川小方面）
広田 10:01 12:00 14:25 16:28 多々良浄水場グランド前（広田組合方面）
サンライフ 10:04 12:03 14:28 16:31 サンライフＡ棟西側（流通センター南交差点方面）
多の津 10:06 12:05 14:30 16:33 多の津公民館前（内橋方面）
内橋１区公民館 10:08 12:07 14:32 16:35 内橋１区公民館前（内橋交差点方面）
内橋 10:09 12:08 14:33 16:36 内橋バス停（内橋交差点方面）
坪見バス停 10:11 12:10 14:35 16:38 坪見バス停（戸原方面）
戸原天満宮入口 10:12 12:11 14:36 16:39 戸原交差点から東へ 40m（伊賀踏切方面）
伊賀踏切 10:14 12:13 14:38 16:41 踏切よりスポーツ公園方面へ 100m
スポーツ公園 10:15 12:14 14:39 16:42 粕屋中央スポーツ公園入口
飯塚信用金庫前 10:16 12:15 14:40 16:43 飯塚信用金庫前（長者原交差点方面）
粕屋フォーラム前 10:19 12:18 14:43 16:46 粕屋フォーラムせせらぎ公園入口（天神方面）
ダイトー電機店前 10:20 12:19 14:44 16:47 ダイトー電機店前（役場方面）
粕屋町健康センター 10:22 12:21 14:46 16:49 粕屋町健康センター玄関前
粕屋町役場 10:23 12:22 14:47 16:50 役場南側バス停前（天神方面）
サンレイクかすや 10:24 12:23 14:48 16:51 サンレイクかすや入口、ロータリー内
かすやドーム 10:26 12:25 14:50 16:53 かすやドーム入口、ロータリー内
粕屋町福祉センター 10:30 12:29 14:54 16:57 粕屋町福祉センター玄関前

C
コース

D
コース

● 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。



6 赤い羽根共同募金

　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。

　日頃、さまざまな形で共同募金にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

　共同募金運動は、じぶんの町を良くしていこうとする取り組みを活動への参加や寄付を通じて、広く社会で応援して

一緒に進めて行く民間の運動です。

　寄せられた募金は、高齢者福祉、障がい者福祉、青少年福祉、住民全般の福祉（ボランティア活動など）に使途され、

粕屋町を良くする活動に役立てられています。

　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納入します。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な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なってお

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）

じぶんの町を良くする活動に、じぶんの町の、やさしい思いを届けます。

ひとにやさしい町は、じぶんにもやさしい町だと気づきました。
じぶんの町を良くする、いろいろな活動が、
もっと、もっと、元気になるように応援します。

（赤い羽根共同募金ＨＰより）

平成 26年度　粕屋町社会福祉協議会へ配分されたお金　　11,131,600円
（内訳）
高齢者福祉活動費として	 2,349,600円	 障がい者福祉活動費として	 1,819,000円
児童・青少年福祉活動費として	 3,053,000円	 住民全般福祉活動費として　	 3,910,000円

特別配分金として
高齢者（ひとり暮らし）弁当配付材料代として	 200,000円
就労継続支援Ｂ型ステップアップ運営費として	 400,000円



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

7赤い羽根共同募金、職員紹介

★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、現在は、所得控除と税額控除のいずれ
かを選べるようになりました。
　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。

共同募金に係る所得税の税額控除について

職 員 紹 介
　皆さま、はじめまして。
　今年の７月に粕屋町社会福祉協議会に入職し、地域福祉事業を担当させて頂くこと
になりました三留麻理恵と申します。
　今回ご縁がありまして、粕屋町社会福祉協議会に勤務させていただいておりますが、
粕屋町についてもまだまだ知らないことが多く、未熟でご迷惑をおかけすることも多
いと思いますが、一人でも多くの方に名前と顔を覚えていただき、住民の方々が福祉
をより身近な存在であると感じて頂けるよう頑張っていきます。
　粕屋町のことを早く覚え、多くの場面で地域の皆さまと笑顔で接することが出来る職員を目指します。
　皆さま方のご指導の程、よろしくお願い致します。

ご寄附　 ・6,367 円　　  ㈱ベルステージ様
　　　　　※粕屋町チャリティーイベント（ユアホール夏祭りの益金をご寄付頂きました）

 たくさんのご寄附ありがとうございました

『幸せを　羽根にたくしてつなげよう…赤い羽根共同募金』

平成 26 年度
赤い羽根共同募金キャッチフレーズ

大
お お

場
ば

		智
と も

瑛
あ き

さん　福岡県立八幡中央高等学校２年（八幡西区）



8 粕屋町社会福祉協議会　行事予定表

粕屋町社会福祉協議会　行事予定表（９月から1月まで）
高 齢 者
福祉事業

障がい者
福祉事業

児童・青少年
福  祉  事  業

ボランティア
活動育成事業

福祉育成援助活動
福祉事業 その他の事業 心 配 ご と

相談実施日

９月 ●高齢者月間
●子育て応援サロン
（療育児・親子サロ
ン）6 日（土）

●福祉読本『ともに生
きる』感想文提出

●ひとり親家庭バス
ハイク　27 日（土）

●子育て出前講座特
別編※実施月の変
更の可能性有

●ボランティアセミ
ナー（未定）

●ボランティアセン
ターだよりの発行

　（未定）

●社協だより 87 号
２日 ( 火 )

16 日 ( 火 )

10 月

●ひとり暮らし高齢
者見守り活動推進
事業　9 日（木）

●老人クラブ演芸大会

●子育て応援サロン
（療育児・親子サロ
ン）4 日（土）

※変更の可能性有

●赤い羽根共同
募金運動（12
月 31 日まで）

●街頭募金運動
●福岡県福祉大会

７日 ( 火 )
21 日 ( 火 )

11 月

●ひとり暮らし高齢者
と語る会　22日(土)

●第 33 回シルバー囲
碁大会　27 日（木）

●子育て応援サロン
（療育児・親子サロ
ン）1 日（土）

※変更の可能性有

●献血推進活動
●地域見守りチラシ

等の配布

●街頭募金運動
●戦没者追悼合

同慰霊祭
　13 日（木）

４日 ( 火 )
18 日 ( 火 )

12 月
●ひとり暮らし高齢

者見守り活動推進
事業　11 日（木）

●子育て応援サロン
（療育児・親子サロ
ン）20 日（土）

※変更の可能性有

●幼稚園生活発表会
への補助

●街頭募金運動
２日 ( 火 )

16 日 ( 火 )

１月
●ひとり暮らし高齢

者見守り活動推進
事業　8 日 ( 木）

●子育て応援サロン
（療育児・親子サロ
ン）10 日（土）

※変更の可能性有

●福祉読本『ともに
生きる』感想文掲
載

●社協だより 88 号
●福祉委員研修会

６日 ( 火 )
20 日 ( 火 )

通年

■軽運動・趣味教室
の開催（旧シルバー
教室）

■電話訪問活動の実
施（月～金　希望
者の必要に応じて
実施）

■介護保険事業（居
宅介護支援事業・
訪問介護事業）

■介護保険外事業（町
受託事業）

■家事・介護支援サー
ビス事業

■車椅子無料貸出（随
時）

■鶴寿祝い品の配付

■身体障がい者生き
甲斐対策支援通所
事業（毎月 1 回）

■障がい児放課後等
対策事業（月～金、
祝日は休み）

■居宅介護・重度訪
問介護事業

■家事・介護支援サー
ビス事業

■障がい者団体リー
フレットの作成

■軽度発達障がい情
報提供

■車椅子無料貸出（随
時）

■総合学習支援
■キッズルーム開放
■子育て情報誌「か

すやキ ッズネッ
ト」の発行（月１
回）

■学生ボランティア
の育成

■実習生の受け入れ
■子育て出前講座の

開催（随時）

■ボランティアセン
ターの充実（月～金、
その必要に応じ連絡
調整業務実施）

■ボランティア連絡
協議会活動への援
助と支援（月～金、
その必要に応じ連
絡調整業務実施）

■ホームページ活用
（毎月更新）

■ボランティア活動
保険受付

■ボランティアセン
ター登録団体の支
援

■ボランティア団体レ
ベルアップ研修支援

■ボラ連運営委員会
の充実（月１回）

■音訳活動

■日常生活自立支援
事業

■生活福祉資金貸付
事業他

■各区座談会

■町内ふれあい
バス運行（月
～金マイクロ
バス２台で実
施）

■粕屋町福祉セ
ンター管理運
営

■各種団体支援
■各団体活動の

場の確保
■社協ホームペー

ジの更新
■災害ボランティ

アセンターの設
置

心配ごと相談（無料）　　【場所】粕屋町福祉センター　【時間】10 時から 12 時まで
　※一部予約制（10 時と 11 時）それ以外の方は、随時受付（※当日受付時間：９時～ 11 時 30 分まで）

●弁護士に直接お会いして相談することが出来ます。 ●相談内容は絶対に秘密が守られます。 ●相談料は必要ありません。
●対象者：町内在住者（※裁判所で訴訟中、弁護士に依頼済みの方は受付出来ません）

※詳しい内容につきましては、粕屋町社会福祉協議会へお問合せ下さい。


