
「ふくしんぼ」は、つくしの様に根深く地域に根付くように、とつけられました。この広報誌は　　共同募金の配分金によるものです。
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★ STOP！“ニセ電話詐欺”
★ おもちゃドクター募集
★ 下筒井区認知症行方不明者捜索訓練
★ 地域“ほっ”とニュース
★ ご厚情ありがとうございました 御笠の森小学校児童による「ふれあい米づくり」の様子御笠の森小学校児童による「ふれあい米づくり」の様子
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シリーズ 49民参加のまちづくり民参加のまちづくり民参加のまちづくり住住住
　６月16日梅雨空のもと、御笠の森小学校５年生と２年生による田植えが行われました。
慣れない田んぼの感触に歓声を上げながら、にぎやかな田植えとな
りました。また、保護者だけでなく地域からも多くの方々の協力があ
り、学童農園で田んぼや苗の管理をしてくださっている地域の方から
は、「“米”という字は八十八という数字を表す漢字から成り立ってい
るように、88の手間がかかっています。ごはんは残さずに食べましょ
う！」というお話があり、参加者全員でお米や農家の方々への感謝の気
持ちを新たにしていました。
　御笠の森小学校では、毎年「ふれあい活動」の一環として、「ふれあい
米づくり」を実施しており、これから５年生が田んぼの草取り等の管理をし、２年生がかかしの作成・設置を行います。
秋に収穫した後は、しめ縄づくり、もちつき大会等を予定しており、成長が楽しみです♪

　６月21日・28日の２日間を通しての災害ボランティア養成講座を行いました。こ
の講座では、様々な災害の特徴や“被災する”とはどういうことか、災害時のボラン
ティア活動の心がまえや準備等について学びました。
 参加者の声、印象に残った内容
・地震、大雨、大雪、土砂、火山、竜巻等、災害の種類の多さや、最近の災害の傾向
が良くわかりました。
・被災後、時間の経過とともに被災者の困り事が変わっていき、それに添ったボラン
ティア活動を考えて行うという事。
・被災地域の地元ボランティアの役割や活動の大事さ。
・ボランティア活動にあたっての事前準備の大切さや活動内容の幅広さがわかった。
・自分に何が出来るのだろうと思っていましたが、皆と意見交換している内に出来る
事が見つかりました。

　今後は参加者の皆さまへ様々な情報を提供し、アンケートの声にあったフォロー
アップ講座も検討していく予定です。日頃から災害に備えるために自分たちにできる
ことを考えていくことが大切なことだと思います。

福祉の出前講座『ふーちゃんゼミナール』を活用してみませんか福祉の出前講座『ふーちゃんゼミナール』を活用してみませんか

災害ボランティア養成講座報告災害ボランティア養成講座報告災害ボランティア養成講座報告

御笠の森小学校 「ぼくたち・わたしたちの御笠米」

　地域の「ふくし」について社会福祉協議会職員が講師またはコーディネーターとなり、地域福祉や復興支援、防犯・
防災、医療、在宅福祉、障がい者支援、母子支援など各種テーマの講座を行います。団体・グループでの学習会などに
活用ください。

講座内容：社協ホームページからご覧いただけます。
　　　　　または、社協へお問い合わせください。
　　　　　講座メニューの一覧表を用意しています。
対　　象：市民　ただしグループでお申込みください。
講 師 料：無料
開催日時：ご相談ください。
会場の手配：利用されるグループの皆さんで行ってください。
申込み・問い合わせ先
大野城市社会福祉協議会　電話：572-7700
　　　　　　　　　　　　FAX：593-5829

講座内容：社協ホームページからご覧いただけます。
　　　　　または、社協へお問い合わせください。
　　　　　講座メニューの一覧表を用意しています。
対　　象：市民　ただしグループでお申込みください。
講 師 料：無料
開催日時：ご相談ください。
会場の手配：利用されるグループの皆さんで行ってください。
申込み・問い合わせ先
大野城市社会福祉協議会　電話：572-7700
　　　　　　　　　　　　FAX：593-5829

『もし近くに認知症の方がいたら』『もし近くに認知症の方がいたら』

『正しい薬の飲み方』『正しい薬の飲み方』

『高齢者を狙う振り込め詐欺への対策』『高齢者を狙う振り込め詐欺への対策』

み　  かさ　 まい



　地域のサロン活動の新たなメニューとして「コミュ
ニケーションマージャン講習会」を昨年に引き続
き開催しました。
　また、地域のニーズに対応できるよう、マージャン
セットを追加導入し、貸出を行っています。
（平成26年度貸出状況　延べ11地区、７団体）

　社協の地域福祉活動計画と市の地域福祉計画が一体化して、
「第１期大野城市地域福祉活動における市民活動推進計画
みんなで動こう　動けば変わる」を策定しました。
　『多彩な人材が地域で活躍～豊かな経験が地域で役立つボランティア活動～』と
いう基本理念と４つの基本目標・14の方策を掲げました。

▲ボランティアセンター登録団体のワークショップ
　「ふーちゃんカフェ」

～地域福祉活動～

　ボランティアセンターを活動拠点として登録しているグルー
プの拡充を図り、新たに４つのグループが仲間入りしました。

（現在14団体　会員325名）
　今後も、ボランティア同士顔が見える関係づくりを深めな
がら、ボランティアセンターの機能強化を図っていきます。

～ボランティアセンター～

　認知症の方と家族が抱える問題を地域で支えていけ
るよう、認知症に対する正しい理解を深めるととも
に、認知症の人が行方不明になった初動時の対応や、
声かけを地域全体で学ぶ場として、市内で初めて上大
利区で「認知症徘徊捜索トレーニング」を開催し
ました。当日は、市内外より約150名の方が参加し
ました。

2015年8月1日　第152号社　協　だ　よ　り　③

平成26年度　事業報告
― 平成２6年度  大野城市社会福祉協議会重点事業について ―



　初めての取り組みとして、９月に「共同募金のつどい」を
開催し、10月から始まる共同募金への意識高揚を図るとともに、
各コミュニティごとに企業募金推進会議を行いました。

　学習院大学より講師を迎え「福祉教育基礎研修会」を開催しま
した。
　学校と地域と社協の連携が重要な役割になることを学びました。
また各小学校における福祉教育においても、地域の福祉委員や民生
委員に積極的に参加していただいています。

福祉教育基礎研修会

▲

▲薬の正しい飲み方（仲島区）

▼ワンポイント介護術（下筒井区）

大城保育園児によるオープニングセレモニー
♪共同募金から助成を受けた和太鼓です♪

～共同募金運動～

　東北応援＆復興陳情の旅　私たちは忘れない!!の
スローガンのもと、南相馬市や会津若松を訪問するとともに、
衆議院議員会館において、復興庁職員へ復興の強化を参加者
でお願いしました。
　また、総合福祉センターロビーでの支援品販売等による
福島応援も継続しています。

～東北の応援～

　地域福祉活動の財源となる社協会員については、区長会をはじめとする関係団体や市民の皆さまの協
力により、前年度実績を上回ることが出来ました。また、新たな取り組みとして、書き損じハガキ（封
筒を活用）や不用入れ歯の回収による収益活動を開始しました。

～福祉教育～

日々の活動については、ホームページ、Facebookで随時情報を発信しています。ぜひご覧ください♪

　地域主体の学びの場として、福祉の出
前講座「ふーちゃんゼミナール」の啓
発に努め、推進委員会等からの依頼を受

け、「地域福祉推進活動とは？」や「福島

県南相馬市の今」などをテーマに開催しま

した。また平成26年度から、筑紫地区人

権擁護推進委員会や筑紫地区薬剤師会の協

力を頂き、新たな

プログラムの拡充

を図りました。

～寄附等～
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（注）千円単位で表示しています。※平成２６年度より新社会福祉法人会計基準へ移行 ※当期収支差額：△8,333千円

平成26年度 決算収入 平成26年度 決算支出

法人
運営費

介護
サービス

共同募金
配分金
事業

地域生活
支援事業

補助事業

受託事業

0 20,000 40,000 60,000 80,000 120,000100,000 140,000 160,000

法人運営費
137,252

総収入：289,112千円 総支出：297,445千円

訪問入浴事業 1,591
移動支援事業 3,333

生活福祉資金貸付事業 1,785
福祉食事サービス事業 16,368
タイムケア事業 5,586
赤ちゃんホームヘルプサービス 282
こんにちは赤ちゃん訪問事業 126

老人福祉活動事業 1,232
障がい児・者福祉活動事業 7,386
児童・青少年福祉活動事業 967
母子・父子福祉活動事業 323

総合福祉センター運営事業 17,925
ボランティアセンター 2,650
福祉バス運行事業 3,790

福祉育成・援助活動事業 9,648
総合相談事業 4,692

リフトカー運行事業 3,768

居宅介護等支援事業 23,368
指定訪問介護事業 21,498
指定訪問入浴事業 3,630
介護予防訪問介護 10,572
障がい福祉サービス 17,269

寄附者啓発事業 242
社協会員推進事業 1,672
ハンディキャブ貸出事業 490

補助金
93,590

社協会員会費 11,083
寄附金 7,759

受託金
14,071

共同募金配分金
16,499

自立支援費等
19,495

介護保険収入
51,954

事業収入
18,156

雑収入
148

積立資産取崩収入
6,073

基金積立資産
取崩収入
50,000

受取配当金
284

（注）千円単位で表示しています。 ※当期収支差額：0千円

平成27年度 予算収入 平成27年度 予算支出

法人
運営費

介護
サービス

共同募金
配分金
事業

地域生活
支援事業

補助事業

受託事業

0 10,000 20,000 30,000 40,000 60,00050,000 70,000 80,000 90,000 100,000

法人運営費
85,984

総収入：250,290千円 総支出：250,290千円

訪問入浴事業 1,320
移動支援事業 3,204

生活福祉資金貸付事業 1,139
福祉食事サービス事業 20,280
タイムケア事業 6,000
赤ちゃんホームヘルプサービス 360
こんにちは赤ちゃん訪問事業 144

老人福祉活動事業 1,254
障がい児・者福祉活動事業 7,383
児童・青少年福祉活動事業 1,195
母子・父子福祉活動事業 323

総合福祉センター運営事業 16,380
ボランティアセンター 1,996
福祉バス運行事業 4,319

福祉育成・援助活動事業 10,209
総合相談事業 5,000

リフトカー運行事業（障がい者） 6,328

居宅介護等支援事業 21,687
指定訪問介護事業 21,636

指定特定相談支援事業 2,488

指定訪問入浴事業 2,146
介護予防訪問介護 11,110
障がい福祉サービス 15,861

寄附者啓発事業 300
社協会員推進事業 1,723
ハンディキャブ貸出事業 521

補助金
96,384

社協会員会費 11,000
寄附金 7,000

受託金
15,443共同募金

配分金
16,493

自立支援費等
24,118

介護保険収入
57,880

事業収入
20,642

雑収入 50

積立資産取崩収入 980受取配当金 300
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平成26年度　社会福祉事業会計資金収支決算平成26年度　社会福祉事業会計資金収支決算

平成27年度　社会福祉事業会計資金収支予算平成27年度　社会福祉事業会計資金収支予算



お知らせ

　毎年10月から始まる赤い羽根共同募金運動を市民の
皆さんにより身近に感じていただくため、私たちのまち
大野城市にふさわしいキャッチフレーズ（標語）を募集し
ています。
応募要領：官製はがきにキャッチフレーズ、住所、氏名、性

別、電話番号を記入の上、郵送してください。
募集期間：平成27年８月１日から８月31日まで
　　　　　（当日消印有効）
審査及び発表
　　　　　本会の委員会で審査を行い、９月下旬に入選

者に通知します。なお、入選者には粗品を進
呈します。

そ の 他：・入選作品は、全戸配布の社協だよりの折込
　みチラシに掲載します。

　　　　　・入選の版権は主催者のものとします。
　　　　　　（応募作品の返却はいたしません。）
問い合わせ先・申込み先
大野城市社会福祉協議会
〒816-0934　大野城市曙町２丁目３番２号
☎ 572-7700　FAX 593-5829

　子育てサポーター「たけのこ支援」（ボランティアグル
ープ）は、子育てサロンや季節のイベントを開きながら
子育て中のお父さん、お母さんを応援しています。
　今回、子育て中（未就学児）の方や子育てに関心がある
方への講演会を開催いたします。
日　時：９月２日（水） 10：00～11：30
場　所：総合福祉センター２階　多目的室
講　演：「食育」について学びましょう♪
講　師：大野城市管理栄養士
※参加無料・定員20組まで（先着順）

子育てサポーター「たけのこ支援」
子育て講演会

赤い羽根共同募金のつどい inおおのじょう
　10月１日からはじまる共同募金運動を前に、ひとりで
も多くの市民のみなさまと一緒に「じぶんの町を良くす
るしくみ」について考えてみませんか。
日　時：９月５日（土） 10：00～12：00  ※受付9：30
会　場：大野城市総合福祉センター３階
内　容：共同募金について・事例発表・表彰・配分を受け
　　　　ている団体や募金活動の紹介など予定
参　加：自由参加
問い合わせ先
大野城市社会福祉協議会（福岡県共同募金会大野城市支会）
〒816-0934  大野城市曙町２丁目３番２号　
☎ 572-7700　FAX 593-5829

ふれあいの旅２０１５ボランティア募集
　ふれあいの旅は33年目を迎えます。これまで心身にハ
ンディを持った参加者（高校生以上）とさまざまな場所へ
旅をしました。参加者たちはボランティアとともに、旅を
楽しみながら自立支援につながる挑戦をしています。今
年も参加者と一緒に旅をするボランティアを募集してい
ますので、ぜひご参加ください。
実 施 日：11月７日（土）～８日（日） １泊２日
行　　先：長崎県
募集人数：50名
対　　象：高校生以上
参 加 費：5,000円
※事前研修等があります

ヘルパーさん募集
　大野城市社会福祉協議会では、現在約50名のホーム
ヘルパーが活躍しています。「人の役に立てる」喜びを感
じるお仕事をぜひご一緒してみませんか？！
資　格：ホームヘルパー２級以上
時　間：７：00～0：00（17時間）の間（パート）でご相談
　　　　ください。
訪問先：要介護・要支援の方、障がいをお持ちの方、生後
　　　　間もない赤ちゃんの居るご家庭など
問い合わせ先：大野城市社会福祉協議会
　　　　　　  介護サービスヘルパーステーション
　　　　　　  担当：福島・伊藤　☎（589）5533

弁護士による電話法律相談
　８月13日（木）電話法律相談はお休みです。
次回の電話法律相談は９月10日（木）10：00～正午まで
（受付は11：40）です。
大野城市社会福祉協議会 電話法律相談　☎（501）7830

©中央共同募金会

不用入れ歯…どうされていますか？
　多くの入れ歯には金属のクラスプ（歯にかけるバネ）
がついています。そのクラスプはリサイクルすることで
資源として生まれ変わり、そこで得られた益金を地域福
祉活動や海外支援などに役立てることができます。
　ご協力よろしくお願いします！
■回収ボックス：大野城市総合福祉センター１階ロビー
　　　　　　　　市役所新館１階出入口
　　　　　　　　すこやか交流プラザ１階ロビー
■郵　送：入れ歯を広告紙などで包みビニール袋に入れ

て大きめの封筒で大野城市社会福祉協議会宛
　　　　　（〒816-0934大野城市曙町2-3-2）にお送りください。

この金具が貴重です！

＜お申込み・お問い合わせ＞
大野城市社会福祉協議会
（平日８：30～17：00）電話　572－7700

赤い羽根共同募金
キャッチフレーズ（標語）募集

　鹿児島県屋久島町では口永良部島の新岳が爆発的噴
火したことにより、島民全員島外避難の状態となりまし
た。避難が長期化することが懸念されることから、島民
の方々を支援するための義援金を募集します。
義援金名：屋久島町口永良部島新岳噴火義援金
募集期間：12月25日（金）まで
※義援金の振込や送金を希望される場合は、市社会福祉
　協議会までお問い合わせください。

屋久島町口永良部島新岳噴火
火災義援金のお願い

や くし ま ち ょ う く ち の え ら ぶ じ ま
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　「おもちゃ病院 大野城」は、大野城市総合福祉センターで毎月第２木曜日（13：00～ 16：00）
に開院し、壊れたおもちゃなどの修理をしていますが、大野城市在住のおもちゃドクターの希望者
を募っています。
　おもちゃドクターは資格や検定などの資格要件はありません。熱意と根気があればどなたでもで
きますが、原則として完全ボランティア制で運営しています。まずは見学にお越しになりませんか？
　見学ご希望の方やドクター活動に参加してみたい方は、下記の連絡先にお電話ください。

　高齢者を中心に、現在「ニセ電話詐欺」の被害が急増しています。福岡
県は、「ニセ電話詐欺非常事態」を宣言し、被害の阻止に務めています。
　大野城市内でも、銀行員を名乗って「見事当選しました。当選金を支払
うにあたって手数料が要りますので、まず150万円振り込んでください。」
と言われ、振込んでしまいその後連絡が取れなくなったケースや、最近で
は市役所の職員と騙り、年金の還付金を支払うと言って口座番号を聞き出
そうとして未遂に終わったケースなど、様々な手口で詐欺が行われていま
す。しかし、ある地区では不審な電話があったことを、地域のサークルの場で話したところ、「そ
れはおかしか！うてあわんほうがよかよ！」と言われ、被害を逃れたケースもあります。
　こうした被害に遭うのは高齢者がほとんどで、被害を食い止めるには日頃からの地域の見守りや声かけと、と
にかく不審な電話だと思ったら一人で何とかしようとせず、誰かに話してみることです。
隣近所の日頃からの“気配り・目配り・心配り”で、「ニセ電話詐欺」の撲滅に向けて、皆様のご協力をよろしく
お願いします。

　世界トップクラスの長寿国となった日本で、近年増えた病気があります。その一つが「認知症」です。認知症
は病気などで脳が変化して、例えば料理の手順がわからなくなったり、銀行の機械操作が苦手になったりするな
ど、身につけていたいろいろなことができなくなり、一人では今までのような生活が送れなくなります。そのた
め家族だけでなく、多くの人の協力が必要となります。
　下筒井区では、認知症の人とその家族を地域ぐるみで支えること
を目的として、認知症を理解するための勉強会、認知症の方への声
かけや、行方不明になった場合にみんなで捜す訓練を計画中で、現
在、地域・市・民間サービス・社協で打合せを続けています。
　訓練は９月６日（日）10時30分から11時30分頃に下筒井区と
その周辺で行います。道行く方や、買い物中の方にお声かけするこ
とがあるかもしれません。皆様のあたたかいご理解とご協力をお願
いいたします。

おもちゃドクターを募集しています！！おもちゃドクターを募集しています！！

ＳＴＯＰ！  “ニセ電話詐欺”ＳＴＯＰ！  “ニセ電話詐欺”ＳＴＯＰ！  “ニセ電話詐欺”

おおのじょう
ボランティアセンター

☎092-572-5529

お問い合わせ

支え合う地域を目指して
～下筒井区の認知症行方不明者捜索訓練への取り組み～
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