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今年も“生命（いのち）”をテーマにした
　　　　　学生ボランティア講座を開催します！

旧監禁室外観
当時、窓は外が見えぬよう高い位置に設置
されていた。

旧監禁室入り口
1916年に所長に懲戒検束権が付与され、療
養所を無許可で出た者や所内規約違反した
者を収容するために設置された。

旧監禁室内部
今も収容された方の声が壁の傷跡として残る。

収容門（隔離の門跡
標識）

「入り口はあっ
ても出口はない

」患者の通用門と
して昭和の初め

に

設置。かつては患
者地帯と職員地

帯を分け隔てた
板塀も設置され

ていた。



　65歳以上の10人に１人、85歳以上の４人に１人が認知症といわ
れており、毎年10万人単位でずっと増え続けています。2007年に
は200万人を超え、2015年には250万人、2025年には340万人に
なるといわれています。
 「認知症サポーター養成講座」は、認知症になっても安心して暮
らせる町づくりを進める国民的な運動の一環として2005年４月
にスタートしました。
　認知症サポーターは何か特別なことをする人ではなく、認知症
サポーターの養成は、認知症を理解し支援する人が数多くいる地
域を創造していく市民運動・まちづくり運動だといえます。
　飯塚市では、2009年度から、本会が市の委託事業として「認知症サポーター養成講座」を開催し、これに
先立ち合同で講座を自主開催した鎮西地区・上穂波校区・大分校区・内野校区ネットワーク委員会の参加者
33人を加え、地区地域福祉ネットワーク委員会のメンバーを中心に506人の認知症サポーターが誕生しまし

た。オレンジ色の腕輪が講座修了者の目印です。
　2010年度は、福祉委員さん、民生委員さん、自治会長さん
方を中心に、地域の方々、職域、学校、企業等、1,500人ほどの
養成を目標にしています。
 「認知症は病気であること」が正しく理解され、「認知症も心
が失われない」との理解が進むことには、大きな意義があり
ます。
　認知症の方と家族を地域でどう支えていけるのか・・・・。
　行政と、専門職と、住民と、そして、その総合的な「力」が試
されている大きな福祉課題です。

ひひろろががれれひろがれひろがれ「認知症サポーター」「認知症サポーター」「認知症サポーター」「認知症サポーター」「障がい児日曜ひろばを開催します。」

「初級音声訳講習会」「初級音声訳講習会」

このコーナーでは、市内で開催されている「いきいきサロン」の様子をお伝え
しています。
第２回目は、上勢田東自治会やすらぎ会（頴田地区）のサロンをご紹介します。
このサロンでは、参加費200円の他に米1合を持参して参加します。
毎回、介護予防のための運動や脳トレを行い、手作りの食事で懇親会をしています。

内容
① 血圧測定　　② 介護予防体操　　③ 脳トレ　　④ レクリエーション　　⑤ 食事会

いきいきサロン訪問記いきいきサロン訪問記第2回第2回

血圧測定の結果は、季節の折り紙と
一緒にお渡しします。

平成２２年度
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ひろがれ「認知症サポーター」
・目　的　障がい児の安全な遊び場の確保、多くの学生ボランティアさ

んと関わることで社会性を高める。
・開　催　平成22年６月～平成23年３月までの、会場が利用できる日

曜日。
・対　象　小学生～高校生までの障がい児
・会　場　つどいの広場いいづか（飯塚市鯰田1666-23）
・時　間　午前10時～午後4時
・費　用　1回1,000円（保険代とおやつ代）

地域の方々とともに、子育てについて学んでみませんか。
・日　時　平成22年７月・９月・11月、平成23年１月・３月の第３木曜日
　　　　　10時～12時
・会　場　飯塚東公民館
・対　象　原則として、飯塚東地区にお住まいの乳幼児と保護者
・内　容　プレーパークや布のおもちゃ作りなど
　　　　　（内容は、その都度お問い合わせください。）
・参加費　100円（その他、実費がかかることがあります。）
　　　＊お問い合わせ…飯塚市社協　担当：花村・山下まで
　　　　　　　　　　　電話0948-23-2210

運転ボランティアさんを募集します！運転ボランティアさんを募集します！
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障がい児預かり事業障がい児預かり事業

・条　件　平成22年7月7日（水）午前10時～午後4時、穂波ふれあい会館
で実施する事前研修に参加できる方で、普通運転免許を所持し
ている方。運転車両は、スズキワゴンR（軽自動車）です。

・その他　運転ボランティアさんには、自宅～社協までの交通費として、
1回1,000円（定額）を支給します。

＊上記二つの事業についてのお問い合わせは、
　飯塚市社協ボランティアセンター　担当：山下まで　
　☎0948-24-4500

社会福祉協議会が実施する障がい者移送サービスの
運転ボランティアさんを募集します。

　視覚障がい者のために、市
報や文書などをテープなどに
吹き込み、声のお便りとして
お届けする音訳ボランティア
の養成講座が、６月より始まりました。
　７月からは穂波支所でも開講予定です（詳細は右欄
に載せております）。新しいボランティアの養成はもち
ろん、ボランティア自身の研修の場としても音訳ボラ
ンティア団体協力のもと開催されております。ぜひ、参
加してみませんか？

　朗読やアクセント等、音声訳の基礎講座です。朗読やアナウ
ンスに興味のある方、初心者の方もぜひご参加ください。音声訳
（朗読）を通して目の不自由な方と交流を深めるため、広報など
の音訳テープを作成するボランティアさんも募集しています。
・日　時　７月５日（月）、  ７月８日（木）、  ７月 12日（月）、
　　　　　７月16日（金）　　午後1時30分～午後3時
・会　場　穂波ふれあい会館
・申し込み期限　７月２日（金）
・受講料　無料
・定　員　15名（定員になり次第、締め切ります。）
・託児あります（要連絡）
・共　催　声のボランティア「穂声」

募集募集

お問い合わせは…飯塚市社協穂波支所  担当：秀村まで　☎0948-29-5520　

「初級音声訳講習会」「初級音声訳講習会」「初級音声訳講習会」

すいせい

平成２２年度平成２２年度

音声訳ボランティ
ア養成講座が

始まりました！

飯塚東地区社会福祉協議会共催
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伊川の郷

■チャリティー施茶で福祉にご寄付いただきました。

■㈶日本財団より福祉車両助成を
　　　　　　　　いただきました。

■ダイヤゴルフセンター様より
　　　　　　　　　福祉にご寄付

■チャリティー・バザーの益金で車いす（7台）を寄贈

～穂波ライオンズクラブ様～
　去る５月25日、穂波ライオンズクラブ様より車いす７台を
寄贈いただきました。
　会長の塚原昭一様より「飯塚市社会福祉協議会穂波支所
の地域福祉活動を推進していく中で、住民の皆様の役に立つ
ように使用してください。」とのお言葉をいただき、会員皆様
の前で贈呈式が行われました。厚くお礼申し上げます。

　去る4月21日、コリアンハウス「洪苑」様主催によるチャリ
ティーゴルフコンペがあり、その会場で穂波地区の福祉に役
立ててくださいと、97,200円のご寄付をいただきました。
　厚くお礼申し上げます。

■チャリティー・ゴルフコンペで
　　　　　　　　　福祉にご寄付

～コリアンハウス「洪苑」様～

　去る5月20日、ダイヤゴルフセンター様よりチャリティコ
ンペの益金を福祉に役立ててもらいたいとご寄付いただき
ました。
　本会が実施する福祉事業に活用させていただきます。誠
にありがとうございました。
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伊川の郷伊川の郷伊川の郷伊川の郷

■■チャリティー施茶で福祉にご寄付いただきました。チャリティー施茶で福祉にご寄付いただきました。■チャリティー施茶で福祉にご寄付いただきました。■チャリティー施茶で福祉にご寄付いただきました。

■■■㈶日本財団より福祉車両助成を㈶㈶日本財団より福祉車両助成を
　　　　　　　　いただきました。いただきました。
■㈶日本財団より福祉車両助成を
　　　　　　　　いただきました。
■㈶日本財団より福祉車両助成を
　　　　　　　　いただきました。
　おかげさまで車椅子利用者の方々の送迎時の
負担が軽くなり、皆さま喜ばれております。

伊川の郷デイサービスセンター

　表千家県青年部筑豊地区様（松本里美部長）より、飯塚市本町
商店街で開いた「チャリティー施茶」の会場に設置した募金箱に
寄せられた皆さまからの浄財５９，４３６円を、飯塚市社会福祉
協議会の福祉活動へご寄付いただきました。
　皆さまからの心あたたまるご厚意に感謝いたします。

福祉センター「 　　　　　」ご利用ください！
天然ラジウム温泉でリフレッシュ

お問い合わせ　福祉センター「伊川の郷」
飯塚市伊川82-45　TEL0948-22-3007
お問い合わせ　福祉センター「伊川の郷」

飯塚市伊川82-45　TEL0948-22-3007

☆入館料
　一般／400円　高齢者・障がい者・子ども／200円
☆開館時間・入浴時間
　開館：午前10時～午後5時　入浴：午前11時～午後4時
☆休館日　毎週月曜日
☆貸室使用料（使用時間は午前10時より午後4時まで）
　１室（15名程度収容）1日1,000円　冷暖房料　1日300円
☆温泉の効能
泉質はラジウム温泉で、神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病、痛風、動脈硬化症、冷え
性、高血圧症等に効きます。
☆飲食物の持ち込みは、自由です。（但し、過剰なお持ち込みはご遠慮願います。）
☆無料巡回バス、定期運行中です。（詳しい運行日時や行程などについては下記のところまでお問い合わせください。）

～表千家県青年部筑豊地区様～
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総合相談開設のお知らせ総合相談開設のお知らせ総合相談開設のお知らせ総合相談開設のお知らせ
◆心配ごと相談日◆

◆飯塚本所　☎0948-23-2210　　◆穂波支所　☎0948-29-5520
◆筑穂支所　☎0948-72-3085　　◆庄内支所　☎0948-82-4736
◆頴田支所　☎09496-2-5855

※飯塚支所（第1火曜日）穂波支所（第4火曜日）筑穂支所（第1水曜日）庄内支所（第3木曜日）頴田支所（第4木曜日）

飯 塚 支 所
穂 波 支 所
筑 穂 支 所
庄 内 支 所
頴 田 支 所

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月
１日
22日
２日
17日
24日

６日
27日
７日
15日
22日

３日
24日
４日
19日
26日

７日
28日
１日
16日
22日

５日
26日
６日
21日
28日

２日
22日
10日
18日
25日

６月～11月の本所・各支所での開催日です。
時間は、いずれも13時～15時。 　社会福祉協議会では、

離職され就職活動中の方
に対し、当面の生活費や
経済的自立等を図ること
を目的として、「総合支援
資金」の貸付相談を受付
けています。
相談窓口：飯塚市社会福祉
　　　　 協議会総務係
☎0948-23-2210

せ

＊日　時　　平成22年９月23日（祝）　13時～15時
＊会　場　　飯塚市筑穂公民館　飯塚市長尾1340　TEL72-2204
＊参加費　　無料
＊内　容　　ドキュメンタリー映画「あした天気になる？」上映時間85分
　　　　　　手話通訳、託児サービスあります。ご希望の方は、下記へお申し込みください。
＊主　催　　飯塚市社会福祉協議会　筑穂支所
　　　　　　筑穂地区大分・上穂波・内野校区社会福祉協議会
＊後　援　　飯塚市
　　　　　　申し込み・お問い合わせ先　筑穂支所　障がい者支援センター　担当　吉丸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL72-3153 　FAX72-5275

＊日　時　　平成22年９月23日（祝）　13時～15時
＊会　場　　飯塚市筑穂公民館　飯塚市長尾1340　TEL72-2204
＊参加費　　無料
＊内　容　　ドキュメンタリー映画「あした天気になる？」上映時間85分
　　　　　　手話通訳、託児サービスあります。ご希望の方は、下記へお申し込みください。
＊主　催　　飯塚市社会福祉協議会　筑穂支所
　　　　　　筑穂地区大分・上穂波・内野校区社会福祉協議会
＊後　援　　飯塚市
　　　　　　申し込み・お問い合わせ先　筑穂支所　障がい者支援センター　担当　吉丸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL72-3153 　FAX72-5275

ドキュメンタリー映画

「あした天気になる？」上映会のご案内上映会のご案内

お 知 ら

　障がいがある方たちの生活やその家族、支援者の活動について
広く知っていただこうと企画しました。

　平成22年5月30日（日）、ボランティア
や福祉に関心がある方を対象に、ボラン
ティア入門講座を開催しました。当日は
30名の方が参加され、午前中は車いす障
がい者の大里恵さんより、障がい者から
見た社会や環境、ボランティア・福祉につ
いての講演があり、その後、春日市のク
ローバープラザで施設や福祉用具につ
いての説明を受けました。
　午後は、バスで糸島市まで移動し、九

州補助犬協会様より、補助犬育成の現状や課題の説明、そして訓練の実演をし
ていただきました。
　参加された皆様、本当にお疲れ様でした。また、ご支援いただいた皆様、あり
がとうございました。これを機に福祉やボランティアへの関心と参加がさらに
広がれば、と思います。
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