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ふれあいいきいきサロンお世話人研修会
松尾誠治郎氏（久留米大学客員教授） 各地で活躍する皆様（350人）



　平成22年11月10日（水）、イイヅカコスモスコモンにて、ふれあい・いきいきサ
ロンお世話人研修会を開催いたしました。
　当日は約350人の方々に参加いただき、久留米大学客員教授の松尾誠治郎先生によ
る講演会を行いました。
　ユーモアを交えた先生のお話に、会場が参加者の皆様方の大きな笑い声に囲まれる
こともたびたびでした。「サロン活動は、住民が支援者となり、助け合いの支援の輪
を工夫し、利用者という要援護者を孤立化させないように、仲間づくりや自立の支援
工夫を一緒にとりくみ、楽しみながら継続していくという、まさに福祉コミュニティ
の発信場所となっている。こうした活動は他の活動とも連携して、より効果を発揮す
るが、サロン活動の有無が安心して住める場所や人間関係保持の鍵となっている。無
関心層の増加台頭と支援者の弱体化は福祉コミュニティの衰退につながる。」という
ご指摘は、大きな共感をもって受けとめられたようです。そして、『活動に自信を
もって進んで欲しい』と、まとめられました。

「ふれあい・いきいきサロン」「ふれあい・いきいきサロン」

飯塚市

お世話人研修会を開催しました！

　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４回目は、庄内本村自治会元気会のサロンをご紹介します。
　このサロンは、毎回元気な方から車いすの方までたくさんの参加者でにぎわいます。11月は、毎回食事を
バイキング形式にされています。ボランティアの方々が一生懸命つくってくださいました。みなさん大喜び
で「何から食べようかな？」「食べ過ぎたぁー」の声と笑顔。いつも笑いの絶えないサロンです。介護予防
体操や脳トレなど充実したサロンの時間を過ごしています。

庄内地区いきいきサロン訪問記いきいきサロン訪問記第4回第4回
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赤い羽根共同募金

ご協力ありがとうございました。

福岡県共同募金会飯塚市支会

支会長　久　保　常　次

　本年度の赤い羽根共同募金につきましては、市民の皆様方の心あ
たたまるご支援ご協力により、総額23,841,222円の募金が集まり
ました。ここに厚くお礼申し上げます。
　皆様からお寄せいただきました貴い寄付金の使途につきまして
は、本会の理事会及び配分委員会で慎重に審議の上、地域において
高齢者、障がい者、児童などの分野で福祉活動を推進している市社
会福祉協議会、地区社会福祉協議会やボランティア活動等の事業費
として適正に配分し、皆様のご厚志に添いたいと考えております。
　ここに心から感謝いたしますとともに、今後とも一層のご理解と
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　平成22年10月22日開催の「福岡県社会福祉大
会」において、福岡県共同募金会会長表彰が行わ
れました。平成22年11月５日開催の「全国社会
福祉大会」では厚生労働大臣表彰及び中央共同募
金会会長・奉仕功労者の表彰が行われました。

☆平成22年度厚生労働大臣表彰の部
立正佼成会　筑豊教会 様

☆平成22年度中央共同募金会会長・奉仕功労者表彰の部
幸袋地区自治会長会　会長　志岐　博一 様

☆平成22年度福岡県共同募金会会長表彰の部
穂波地区自治会長会　会長　小村　義髙 様
頴田地区自治会長会　会長　上野　　茂 様
庄内地区有井三区自治会　会長　畑　　継男 様
頴田地区石丸団地１自治会　会長　渡邊　留雄 様
頴田地区石丸団地３自治会　会長　守田　清彦 様

「ふれあい・いきいきサロン」

平成22年度 赤い羽根共同募金結果
（単位：円）

♪♪共同募金結果報告♪♪

赤い羽根共同募金のお礼

飯塚地区

立岩地区

片島地区

菰田地区

飯塚東地区

二瀬地区

鎮西地区

幸袋地区

鯰田地区

穂波地区

筑穂地区

庄内地区

頴田地区

1,013,850

1,315,670

300,600

745,200

1,430,700

2,689,400

1,597,100

1,216,290

1,224,950

3,889,500

1,603,200

1,398,800

1,077,630

112,751

17,500

651,990

募金種別

戸別募金

法人・大口

事業所募金

バッジ・ボー

ルペン・タイ

ピン・カード

募　金

街頭募金

特殊募金

職域募金

合計

内　　　訳募金実績額

19,502,890

2,841,100

782,241

404,052

141,310

169,629

23,841,222

バッジ ・

ボールペン

タイピン

カ　ー　ド

市内14箇所で実施

イオンショッピングタウン穂波、

個人等

陸上自衛隊飯塚駐屯地、飯

塚市役所、老人クラブ等

企業、病院、商店等

（568箇所）
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　平成22年１２月５日（日）、飯塚市社会福祉協議会が「生命（いのち）」を
テーマに実施する学生ボランティア福祉講座の一環として、子どもの村福岡を訪問しました。

　アシスタントスタッフによる施設見学の後、村長の古賀信敞先生
に施設の歩みや現状と里親制度、地域とのつながりなどについて
のお話をいただきました。
　参加した学生からは、「もっと里親制度について勉強してのぞむ
べきだった。」との声や、「学校で学べなかったことを学べた。」
「この施設の存在意義の大きさを感じた。」などの声があがって
いました。
　これを機に、子どもの人権や支え合いの気持ちが広がればと思
います。『子どもは、社会の宝』です。

「学生ボランティア福祉講座を開催しました！」

～子どもの村福岡を訪ねました～

「障がい児日曜ひろばで
　　クリスマス会クリスマス会をを実施しました！」実施しました！」
「障がい児日曜ひろばで
　　クリスマス会を実施しました！」
　飯塚市社会福祉協議会が実施する「障が
い児日曜ひろば」（日曜日預かり事業）

で、学生ボランティアと利用児による「クリスマス会」を、平成22年
12月20日、つどいの広場いいづかで開催しました。
　参加した学生と利用児が一緒になってクリスマスケーキをつくり、ク
リスマスカードの交換や、サンタクロースによるプレゼント渡しなどを
行いました。
　日頃、家ではなかなか手伝いをしない子も、一緒になってケーキづく
りを行いました。
　子どもたちは、一つ一つ大人になっていくことを感じた会でした。
　興味がある方は、ぜひ見学を。

引きこもり支援の実際
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　自宅で毎日介護をしているみなさま、たまには「ほっ」と一息しませんか？笑顔で介護を続けるため
にも、自分の心と体のリフレッシュが必要ですよ。今回、飯塚市社会福祉協議会では、同じ立場の方々
と楽しく交流ができ、また頑張ろうという気持ちになっていただく企画を下記のとおりご用意いたし
ました。ぜひ参加いただき、元気になって帰りましょう！お申込みお待ちしております。

＊開催日時＊　平成23年３月15日（火）午前９時～午後４時予定
＊会　　場＊　松風荘：宗像市神湊1250-13　電話：0940-62-0120
＊参 加 費＊　1,000円（昼食は主催者が準備します。）
＊参加対象＊　飯塚市内在住で在宅介護されている方
＊定　　員＊　40名
＊申込み受付開始日＊　平成23年３月１日（火）
＊申込み締切日＊　平成23年３月11日（金）
　　　　　　　　　※定員になり次第締め切ります。
＊内　　容＊　在宅介護者リフレッシュ交流会
※申し込み先：飯塚市社会福祉協議会　本所および各支所
○飯塚本所　電話23-2210　　○穂波支所　電話29-5520　　○筑穂支所　電話72-3085
○庄内支所　電話82-4736　　○頴田支所　電話09496-2-5855

　全国の引きこもりの数は、100万人以上とも言われています。社会的関心が高まる中、公的支援や民
間相談機関も増えていますが、依然、家族で抱え込んでしまうケースが多いのが現状です。
　今回、桂川町在住の兼子さんをお招きし、活動を始められたきっかけや思い、活動を通して見えてく
る社会背景、必要と感じられる制度・支援体制などについて、筑豊地域の現状と課題を中心にお聞き
します。多くの方々のご参加をお待ちしています。

在宅介護者リフレッシュ交流会　在宅介護者リフレッシュ交流会　

講演会のご案内講演会のご案内

参加者募集

〒820-0606
嘉穂郡桂川町土居４６３－１　いきいきセンター桂寿苑
TEL：0948-65-2271　FAX：65-4555

◇日　時　３月１１日（金）　午後３時～　（受付午後２時開始・午後５時終了予定）
◇場　所　桂川町住民センター　会議室　（桂川町土居４２４－１）
◇講　師　兼子 聡介 さん　（桂川町で私塾「ミッションＫ」を主宰）
◇参加費　無　料

～現場から見えてきたもの～
引きこもり支援の実際引きこもり支援の実際引きこもり支援の実際引きこもり支援の実際

・主　催　飯塚市・嘉麻市・桂川町社会福祉協議会
・申込・問合せ先　桂川町社会福祉協議会

第 1 5 号 （５） 2011年２月15日飯塚市社会福祉協議会だより



　この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金の一部、皆様方の寄付金により発行させていただいております。

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 本 所
穂 波 支 所
筑 穂 支 所
庄 内 支 所
頴 田 支 所

３月 ４月 ５月 ６月
11日
22日
２日
17日
24日

8日
26日
6日
21日
28日

13日
24日
11日
19日
26日

10日
28日
1日
16日
23日

（３月～６月の本所・各支所で時間は、いずれも13時～15時）

　飯塚市社会福祉協議会が経営いたしておりますオートレース場内飲食店の
平成23年度・24年度物品納入入札参加希望業者を、下記により受付いたします。
◎外売りにおける新たな商品販売の受付はいたしません。

飯塚オートレース場内飲食店
物品納入業者入札参加資格取得の申込み受付

※注意　現在の物品納入業者入札参加資格は、平成23年３月31日で失効します。

1. 納　入　先 飯塚オートレース場内飲食店
 （飯塚市鯰田147　電話0948-24-9879）

2. 受 付 期 間 平成23年2月16日（水）～2月28日(月)
 受付時間は午前８時30分～午後５時　但し、土曜・日曜の受付はいたしません。

3. 申 込 み 先 飯塚市社会福祉協議会
 （飯塚市柏の森956-4　電話0948-23-2210）

4. 申込み用紙 飯塚市社会福祉協議会本所事務所（飯塚市柏の森956-4）に準備いたしております。

◎ 「考えてみませんか…環境について
　　　　～エコタウン見学のお知らせ～」

　ボランティアセンターでは、地域の皆様に環境や
リサイクルに関心をもっていただくために、ペットボ
トルと空き缶のリサイクルについて学ぶ「エコタウ
ン見学会」を行います。参加費は無料です。
　ぜひご参加ください。

・と　き　平成23年３月23日（水）
　　　　　午前８時　飯塚市社協本所集合
　　　　　午後１時頃帰着予定（昼食はありません）
・ところ　北九州エコタウン
・対　象　リサイクルに興味のある方
・定　員　20名
・参加費　無料

◎ 「障がい児者　春のバスハイク」

　毎年恒例の障がい児者バスハイクを、以下のとお
り実施いたします。障がい児者とその家族（または
介助者）、ボランティア希望の方を募ります。
・と　き　平成23年３月20日（日）午前９時
　　　　　　 穂波・ふれあい会館集合～午後４時頃帰着予定
・内　容　太宰府・国立博物館～太宰府天満宮
・参加費　参加者お１人につき500円
　　　　　（入館料・昼食代込）
・定　員　70名（定員になり次第締め切ります。）
※雨天決行ですので、雨天の場合は傘や雨具を持
参してください。

飯塚市社会福祉協議会では、次の事業を実施いたします。ぜひご参加ください。
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ボランティアセンターからのお知らせですボランティアセンターからのお知らせです

＊二つの事業とも、お申込み／お問い合わせは…
　電話 ０９４８－２４－４５００
　ＦＡＸ ０９４８－２３－２２６２
　ボランティアセンター　担当 山下まで　　




