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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。

　粕屋町を巡回していますふれあいバスは粕屋町から委託を受け、現在、粕屋町社会福祉協議会で運行し
ております。
　26年度は30,018人の町民の皆さまに利用して頂きました。
　平成26年12月から新しい車両となり、かすやドームへの増便や、８月13日から15日（土、日除く）の
運行もいたします。
　皆さま、ぜひご利用下さい。

ご注意・お願い
●バスの乗降は指定の停留所でおこなってください。指定の停留所以外では乗降できません。
●�ふれあいバスは、ふれあいバス時刻表により運行しておりますが、季節や道路事情等によりやむを得ず
遅延や運行中止をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●皆さまが気持ちよくご利用・ご乗車できるよう、ご協力をお願いいたします。
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議　事
議案第１号　　監事の欠員補充（案）について
　監事の欠員に伴い、区長会から、監事に伴周一氏が選出され議決されました。

議案第２号　　平成26年度一般収入支出補正予算（案）について

議案第３号　　平成27年度　事業方針並びに事業計画（案）について
　第２次地域福祉活動計画の実施を中心に事業を展開していきます。
１．地域福祉の推進　●小地域福祉活動の推進　　●高齢者福祉事業の推進　　●障がい者福祉事業の推進
　　　　　　　　　　●青少年福祉事業の推進　　●ボランティアの推進　　　●その他事業の推進

２．介護保険事業及び障害福祉サービス等の事業の推進

３．受託事業運営の効率化
（１）福祉センター管理運営事業（町受託）　①指定管理者制度の下、福祉センターの効率的な運営に努めます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②町内を巡回するふれあいバス２台の定期運行を行います。

（２）心配ごと相談事業（町補助）　　　　　　　 （３）障害児放課後等対策事業（町受託）　（４）慰霊祭事業（町受託）
（５）粕屋町ボランティアセンター管理運営事業（町受託）
（６）地域包括ケアシステムの一部受託（町受託）　（７）生活福祉資金貸付事業（県受託）
（８）日常生活自立支援事業（県受託）

４．社協の組織体制・運営基盤強化

議案第４号　　平成27年度　一般会計収入支出予算（案）について� 収入予算(合計)　93,479,000�円

平成26年度（平成27年度事業分）共同募金配分金のお知らせ
　平成26年度赤い羽根共同募金では、多くの方々から心のこもった募金が寄せられ、その募金をもとに粕屋町社会
福祉協議会が福岡県共同募金会に申請を行い下記の配分が決定致しました。あらためて厚くお礼申し上げます。
 社協事業費として　10,495,700 円

開 催 日　　平成27年３月27日（金）
出席者数　　評議員24名
議　　長　　岩田　敏之氏（区長会）

平成26年度　第２回　評議員会

評議員会

全て議決

社協だより88号お詫びと訂正
誤 正 （敬称略）

パート 優　勝 年齢 優　勝 年齢
Ａパート 松永　美好 84 松永　美好 90

パート 準優勝 年齢 準優勝 年齢
Ｄパート 河辺　孝義 90 河辺　孝義 76

（年齢は平成26年12月30日現在）

　社協だよりの平成27年１月号に掲
載しました囲碁大会の表彰者の年齢
に間違いがございましたので訂正さ
せていただきます。関係者の皆様に
重ねてお詫び申し上げます。

子ども障がい者擬似体験教室

★  はじめて車いすバスケットを見てかっこいいとおもいました。車いすにのってみて、タイヤがななめ
になっていてびっくりしました。 川口　隼之介くん

★ ふだん、車いすに乗っている人の大変さや、障がいがあっても、なにかできることがあるんだなぁ
と感じました。 黒木　ひかりさん

★  れんしゅうでシュートをきめれたのがうれしかったです。 福島　雄泰くん
★ クルクルまわれてうれしかったです。シュートをきめてよかったです。 小阪　美乃さん

参加者
の声

参加児童の感想文
より一部抜粋

開催日　３月７日（土）

場　所　粕屋西小学校　体育館

内　容　車イスバスケット体験教室

講　師　車イスバスケットチーム（九州ドルフィン他）
　　　　福岡県障害者スポーツ協会　計８名

参加者　11名
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ボランティアセンター登録団体の紹介
　相撲甚句とは、江戸時代から大相撲の地方巡業や祝いの席で披露されてきた七五調のはやし歌です。
　平成27年１月には粕屋町をテーマにした相撲甚句を寄贈されました。
　粕屋町にも相撲甚句会があります。興味のある方はぜひご連絡下さい。

ご連絡先　玄海相撲甚句会　粕屋支部
代　　表　松田 正人　☎622-0970
練 習 日　第２・４木曜日　13時30分～（乙仲原西公民館）

子どもの発達に関する勉強会

参加者の声

　今回は発達障がいに焦点をあてた内容で、先ずはどの状態・状況を捉えて発達障がいと診断されるのか詳しく
説明がありました。今まさに子育て中で所謂、「広汎性発達障がい」といわれる息子がいます。３歳頃から集団
の中に入ると特徴的な言動や強いこだわりが出てきて普通の事ができなくなり、「どうしてこの子は」「普通って
何」と毎日考える日々でした。療育に通う事で集団生活ができるようになりました。講座では何故子ども達が理
解不能な行動を起こすのか、その場合どう対処したらいいのかいくつかのタイプ別に説明があり、早期療育で自
信を失う事なく成功体験を味わう大切さを知りました。子どもの特徴を知り、困っている事を察知してあげれば、
どの形で支援できるか大人も考えられます。その結果、大人は無駄に叱責する事なく、子どもは自信をつけながら、
それぞれの特徴を持ちながらも自己コントロールできる大人へと成長できるのではと思いました。

開 催 日　　３月28日（土）
場　　所　　福祉センター
演　　題　　 「子どもの発達に関する勉強会～一緒に

学ぼう !! 子どもの特徴～」
講　　師　　パークサイドこどものこころクリニック
　　　　　　臨床心理士　廣田　瑞穂氏
参加者数　　17名

粕屋町社会福祉協議会職員紹介

　粕屋町の皆様、はじめまして。
　この度、粕屋町社会福祉協議会
に入職致しました、中島有希子と
申します。
　社会福祉協議会の職員とし
て、粕屋町の皆様がいきいきと
明るく生活ができるようなまち

づくりを目指したいと思っております。
　まだまだ未熟者でご迷惑をおかけすることも多
いかと思いますが、粕屋町の皆様のお力になれる
よう精いっぱい頑張っていきます。
　皆様方のご指導の程、よろしくお願い致します。

　皆様、はじめまして。
　この度、粕屋町社会福祉協議会
に入職致しました、隈部奈津美と
申します。
　わからないことだらけですの
で、多くのご迷惑をおかけする
と思いますが、社会福祉協議会

の職員として、粕屋町の皆様が安心して住み続ける
ことができる地域社会づくりを目指すとともに、よ
り多くの方のお役に立てるよう尽力して参ります。
　ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

　粕屋町社会福祉協議会では、社会福祉法第82条の規定に基づき、
本会が実施する事業について利用者等からの苦情に適切に対応する
ため、苦情受付担当者及び苦情解決責任者、公正・中立な立場から
苦情解決に関わる第三者委員会を設置しています。
　その役割は、利用者が職員に苦情申出をしにくい際の苦情解決や、
苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立会い、助言や解決策
の調整や日常的な状況の確認と利用者からの意見聴取などを行います。

第三者委員のご紹介

工藤 龍一 さん 山田 しかえ さん

相撲甚句



年間事業のご案内4
ご不明な点はお電話下さい　皆さまのご参加・ご利用お待ちしています 粕屋町社会福祉協議会：電話938-6844

年間事業のご案内 平成27年度の粕屋町社協の取組みの一部を紹介します

心配ごと相談所日程 １０：００～１２：００

7・21日(火) 12・26日(火) 2・16日(火) 7・21日(火) 4・18日(火) 1・15日(火) 6・20日(火) 10・24日(火) 1・15日(火) 5・19日(火) 2・16日(火) 1・15日(火)

●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）

４月月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

電話訪問活動の実施　　車椅子無料貸出（随時）

キッズルーム開放　　親子教室の開催（出前講座・随時）

ボランティアセンター　　　　　　　　　　　　　ホームページ（毎月更新）

粕屋町福祉センター管理・運営　　　町内巡回ふれあいバス

日常生活自立支援事業　生活福祉資金貸付事業他　地域福祉計画・地域福祉活動計画（第3次）策定

 介護保険事業（居宅介護支援事業）

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

子育て情報誌「かすやキッズネット」の発行（月１回）　　　子育て応援サロン

ひとり暮らし高齢者見守り活動推進事業 ひとり暮らし高齢者見守り活動推進事業ひとり暮らし高齢者見守り
活動推進事業

軽運動・趣味教室の開催（旧ｼﾙﾊﾞー 教室）

老人クラブ
演芸大会

福祉読本の配布
『ともに生きる』

福祉委員研修会

中学生
ボランティア
体験教室

献血推進活動

子どもの発達に
関する勉強会

身障者・精神
障がい者研修会

地域見守り
チラシの配布

児童福祉月間

地域見守り
チラシの配布

社協だより
89号

ひとり暮らし
高齢者

一日バスハイク
高齢者月間

社協だより
90号

社協だより
91号

知的障がい・
発達障がい
親子バスハイク

ひとり親家庭
バスハイク

第34回シルバー
囲碁大会

講

座
・
事

業

の

案

内 ひとり暮らし
高齢者と語る会

戦没者追悼
合同慰霊祭

赤い羽根共同募金運動
（10/1～12/31）

（月１回開催。現在療育を受けて
いる子どもとその保護者が対象）

（月～金、ボランティアの情報の
収集・発信、相談連絡調整業務実施）

（月～金 土・祝日は休み）

子ども障がい者
擬似体験教室

福祉研修会

各区で区長・区関係者・民生委員・福祉委員・ボランティアとの　　連絡会開催（随時）

60歳以上の方を対象に、おど
り、フラダンス（２クラス）、
ヨーガサークル（腰痛・不眠症・
健康）、カラオケ教室（３クラ
ス）、囲碁教室、男性の料理入門
教室、男性のそば打ち体験講
座（２クラス）、カラオケサーク
ル、編み物サークル、盛年クッ
キングサークル（２クラス）を
月１回から４回開催していま
す。

電話訪問活動
しおんの会（ボランティア）の
協力を得、希望する高齢者へ
粕屋町福祉センターから安否
の確認を行います。（月～金 
午前・午後に分けて実施）

日常生活自立支援事業
認知症高齢者、知的障がい、精神
障がい者など判断能力が不十分
な方に対して、福祉サービスの利
用援助等を行うことにより自立
した地域生活が送れるよう支援
します。

生活福祉資金貸付事業 他
資金の貸付を行うことで、経済的
自立及び生活意欲の助長、促進
などが図られると認められる世
帯について貸付を行います。
※市町村社協は窓口業務で貸付
　の審査は県社協で行います。

子育て応援サロン
発達障がい児（未就学児）の
療育（作業療法士と臨床心理
士が毎月交代）と親の交流を
目的に大学生ボランティアの
協力を得てサロンを実施
（午前10時～12時まで）

粕屋町福祉センター管理・運営
利用時間：午前９時から午後５時
まで。閉館日：日曜日、 5/3～
5/5、12/29～1/3

町内巡回ふれあいバス
月～金曜日運行但し、土日祝日、
12/28～1/4は運休  
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月１回から４回開催していま
す。

電話訪問活動
しおんの会（ボランティア）の
協力を得、希望する高齢者へ
粕屋町福祉センターから安否
の確認を行います。（月～金 
午前・午後に分けて実施）

日常生活自立支援事業
認知症高齢者、知的障がい、精神
障がい者など判断能力が不十分
な方に対して、福祉サービスの利
用援助等を行うことにより自立
した地域生活が送れるよう支援
します。

生活福祉資金貸付事業 他
資金の貸付を行うことで、経済的
自立及び生活意欲の助長、促進
などが図られると認められる世
帯について貸付を行います。
※市町村社協は窓口業務で貸付
　の審査は県社協で行います。

子育て応援サロン
発達障がい児（未就学児）の
療育（作業療法士と臨床心理
士が毎月交代）と親の交流を
目的に大学生ボランティアの
協力を得てサロンを実施
（午前10時～12時まで）

粕屋町福祉センター管理・運営
利用時間：午前９時から午後５時
まで。閉館日：日曜日、 5/3～
5/5、12/29～1/3

町内巡回ふれあいバス
月～金曜日運行但し、土日祝日、
12/28～1/4は運休  
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仲
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・
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方
面

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 10:46 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 9:24 11:45 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

（Ｈ27．４月１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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ー
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長
戸
　
方
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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 10:26 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 9:39 11:38 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

● 土日祝日、年末年始（12月28日から１月４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。

● 交通渋滞等の理由で遅れることがあります。
● ８月13日から15日（土・日除く）は運行します。



知的障がい（児）者・軽度発達障がい（ＬＤ、ＡＤ･ＨＤ）等親子バスハイク開催のお知らせ、ご寄附・ご寄贈、新住所のお知らせ

ベルコ 『   ユアホール粕屋』

株式会社 ベルコ 原町営業所　粕屋町若宮1-11-5-2階

☎092-931-7150  平川まで

＊最期の大切な時間を
　　　一軒貸し切りの空間で・・・

＊密葬、家族葬、一般葬まで～

＊見学・相談いつでも受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

粕屋町社会福祉協議会  葬祭推薦斎場

8

住　　　　　　　　　　　住居表示変更に伴い、社会福祉協議会と福祉センターの郵便番号と住所が変更に
　　　　　　　　　　　　なりました。

〒 811ｰ2317　福岡県糟屋郡粕屋町長者原東六丁目５番10号
新住所の
お知らせ

知的障がい（児）者・軽度発達障がい（ＬＤ、ＡＤ･ＨＤ）等
親子バスハイク開催のお知らせ

　粕屋町社会福祉協議会では、町内にお住まいの知的障がい（児）者、軽度発達障がい（ＬＤ、ＡＤ・ＨＤ）
等の方を対象にバスハイクを開催します。
　この事業は、同じ立場、同じ悩みを持つ方々がお互いに知り合い、仲間の輪が広がり、新たな生き甲
斐づくりを目的に実施しています。

参 加 対 象 者　�粕屋町在住で特別支援学級や知的障がいがあり特別支援学校に通われている児童・生
徒、または療育手帳をお持ちの方

日 　 　 　 時　７月18日（土）　９時出発�16時帰着予定

行 　 き 　 先　決まり次第お知らせいたします。

参 　 加 　 費　�障がい（児）者本人は無料　保護者は昼食のみ無料（それ以外の付添いの方 (ヘルパー
含む )は実費負担）

申込み・問い合わせ　粕屋町社会福祉協議会（粕屋町福祉センター内）　☎（938）6844　担当　三留

申 込 み 締 切 日　７月８日（水）締切　

※�療育手帳をお持ちの方は、必ず手帳の写しを添えてお申込み下さい。（コピーは福祉センターでも可能です）
※�当日の申し込みや代理参加は受付けていません。ヘルパーの付き添いも可能ですが、ぜひ親子でご参加下さい。
※この事業は「赤い羽根共同募金」の配分金により実施しています。

たくさんのご寄附・ご寄贈ありがとうございました。
ご寄附
・匿名　20,000 円
・匿名　50,000 円

ご寄贈
　九州日立物流サービス株式会社

　日立物流「まごころ基金」　様
　・車いす３台
　・交通安全紙芝居10セット

　平成27年３月24日（火）、福祉センターで車いす３台、交通安全紙芝居をご寄贈いただきました。
　ご寄贈を頂きました車いすや交通安全紙芝居は大切に使わせていただきます。

※ 「まごころ基金」とは日立物流グループ全体で取り組まれている、役員、従業員、会社一体となって活動できる、社会貢献基金です。主に、
①交通安全・交通事故防止 ②環境再生・環境保全 ③地域貢献・社会福祉の３分野に寄与していく事を目的とし、活動されています。


