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　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。

収集したアルミプルタブの中に含まれるたくさんの不純物
（釘、鉄製のタブ、ゴミなど）を取り除いている様子。
障がいのある人もない人も一緒に楽しく作業します。

僕たちも、

エコに取り組んでお
ります！

アイ～ン！
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筑穂地区いきいきサロン訪問記いきいきサロン訪問記第5回第5回

　飯塚市社会福祉協議会ではアルミプルタブを収集・換金し、市民の皆様への無
料貸し出し用の車いすや福祉用具等を購入しております。
 しかし、収集したプルタブの袋やペットボトルなどの中には、大変多くの不純物が
混じっています。釘や鉄製のタブ、その他のゴミ類…。
　仕分けが大変なので、ぜひこちらにお持ちの際は、ご協力をお願いいたします。

　この度の東日本大震災に際し、被災地の復興を
願う多くの方々から、共同募金会飯塚市支会に義
援金をお寄せいただきました。本当にありがとう
ございます。
　今回お預かりしました義援金全額は、中央共同
募金会を経由して被災者の方々の復興のために
配分されます。

≪個人・法人からの義援金≫

◇岡村正勝様 1万円/岡村友子様 1万3千円/大島幸江様 1万円/谷口光代様 3,674円/ひとみの里

なのみ荘様 21,463円/自立支援センターほっと様 28，315円/第二なのみ荘様 16,343円/中島七

海様 5千円/田崎千歳様 1万円/東ケ丘いきいきサロン様 2，072円/磯谷裕美様 1万円/畠中正人

様 13,380円/新現役の会飯塚様 1万円/上穂波小学校マナビ塾様 5千円/福祉センターとも様 

23,610円/飯塚自動車学校親和会様 6万9千円/椋本校区社協様 5万円/音訳いいづか様/若菜共

同作業所様 2万6千円/小正水落団地自治会様 5千円/二瀬地区社協様 20,620円/片島地区社協様

5万円/片島地区ネットワーク委員会様 4万円/片島地区いきいきサロン様 15,840円/飯塚東地区

社協様 10万円/「佐幸」塩谷まり様/菰田地区社協様 5万円/飯塚市居宅介護支援事業者連絡協議会

様 2万円/塩手久美子様 1万円/若菜校区社協様 5万6千円/永尾敏晴様 8千円/忠隈泉町自治会様 

5万円/楽市校区東社会福祉協議会様 5万円/矢野ハル様 1万円/勝守町自治会様 10万円

≪募金箱・チャリティー開催による義援金≫
◇嘉穂産業（株）飯塚自動車学校様 35,252円/青木ホルモン様 58,645円/（株）さかえ屋様 
2,611,085円/からすのほん屋様 454,397円/飯塚市社会福祉協議会本所/穂波支所（穂波ふれあい
会館）/筑穂支所（筑穂保健福祉総合センター）/庄内支所（庄内保健福祉総合センター・ハーモニー）/頴
田支所（頴田高齢者福祉センター）/飯塚居宅介護支援事業所/伊川の郷デイサービス/長尾デイサー
ビス/内野デイサービス/筑穂障がい者支援センター/特別養護老人ホーム「筑穂桜の園」/上穂波児童
館/大分児童館/ひまわりデイサービス

庄内小学校が福祉体験を行いました。
・平成２３年５月２７日（金）、庄内小学校の４年生の皆さんが、庄内保健福祉総合センター・ハーモ
ニーで、車いす体験を行いました。障がい当事者から話を聞いたり、実際に車いすに乗って体験し
たりしました。皆さん、車いすの方の目線から、様々な“気づき”を学んだようでした。

筑穂地区では介護予防型いきいきサロンを展開しています。昨年度モデル指定を受けられたサロ
ンです。

東日本大震災義援金募金 ご協力ありがとうございます

募金総額 7,730,833円

≪街頭募金による義援金≫
◇3月14日　ハローデイ九工大前店 250,162円
◇3月15日　イオン穂波店 837，270円
◇3月20日　ハローデイ穂波店 91，557円

※寄付金額等の掲載につきましては、寄付者ご本人のご意
向を承り、対応させていただいております。

引き続き、本所・各支所で義援金の受付をしています。被災
地復興のためには、継続的な支援が必要です。みなさまの
ご協力をお願いいたします。

（平成23年5月31日現在）

にこにこリズム体操の指導員さんと仮装による脳トレゲームを行いました。
笑、笑、笑いっぱいのサロンになりました。

大野
いきいき
サロン

阿恵
いきいき
サロン

桑曲
いきいき
サロン
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　1986年、点訳・朗読ボランティアグループ「キャンドル」の朗読部として発足した「音訳いいづか」
が、今年で25周年を迎えられました。
　音訳とは、多様な刊行物を音声化し、テープ（CD）に録音することで、「音訳いいづか」は、音声訳・朗
読をより質の高いものとし、視覚障がいのある方に聞き取り易いテープを届けることを会の目的と
して活動されている団体です。
　これからも音訳の広がりを深めていきたいとの思いで、２５周年のつどいを開催されました。
　一人でも多くの方々に「音訳いいづか」の声の便りが届いて欲しいと願っています。

　春休み期間中の3月28日と29日、穂波地区の
小学生18名が参加して、福祉の体験学習を行い
ました。一日目の午前中は、聞こえない人との交
流と手話の勉強をし、午後からは車いすに乗っ
てまちに出かけました。二日目は、朝からバスに
乗って「エコパーク宗像」をたずね、「フム、フム」
と環境福祉について考えました。午後からは、知
的障がい者入所更正施設「玄海はまゆう学園」
で入所者の方と一緒にいろんな作業を体験し
ました。さて、「学ぶ」ということは、・・・・。

　飯塚市社会福祉協議会では、平成２３年度も飯塚東地区社会福祉協議会と共催で子育てサロン
を開催します。このサロンは、講師を招いての企画物をしたり、お茶会をしたりと参加者と一緒に考
えながら運営しています。

25周年を祝う会～音訳の広がりを～

春休み福祉体験校・・・「福祉の心」が育ちますように

子育てサロン「おやっとこっと」を開催します（*＾＿＾*）子育てサロン「おやっとこっと」を開催します（*＾＿＾*）

開　催　日：奇数月の第３木曜日
時　　　間：10：00～12：00
場　　　所：飯塚東公民館（下三緒57-46）
参加対象者：原則として飯塚東地区に
　　　　　 お住いの乳幼児とその保護者
参　加　費：100円（その他実費が必要な場合もあります）
お問い合わせ先　飯塚市社会福祉協議会 地域課 花村・友松

　　　　　　　　0948-23-2210

ちょっと先のお話ですが…。環境について考えてみませんか？

音訳ボランティア団体「音訳いいづか」が

を開催されました。

「ダンボールコンポストのお話」受講生募集！！「ダンボールコンポストのお話」受講生募集！！「ダンボールコンポストのお話」受講生募集！！
◎と　き　　平成23年10月20日（木）
　　　　　　10：00～12：00まで※受付9時30分開始
◎ところ　　穂波ふれあい会館
◎講　師　　飯塚友の会
◎定　員　　30名
◎参加費　　300円（託児希望者はプラス200円／一人）
◎申込み期間…8月1日～
◎その他　　託児あります。お申込みの際に一緒にお申込みください。
※お問い合わせ…飯塚市社会福祉協議会穂波支所
電話（0948）29-5520　担当・秀村

　飯塚市社会福祉協議会では、皆

様が環境について考えるきっかけ

づくりになればと、地域福祉講座

「ダンボールコンポストのお話」を

開催いたします。ちょっと先のこと

ですが、案内させていただきます。
※コンポストとは…家庭から出る生ご

みを堆肥へと生まれ変わらせる設備の

ことです。
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　朗読やアナウンスに興味のある方、参加してみませんか？
初心者の方でも全然かまいません。
　また、視覚障がい者の方に音声化し、録音した各種情報をお
届けする音訳ボランティアさんも募集しています。

初級音訳講習
受講生募集
初級音訳講習
受講生募集

7月4日（月）・8日（金）・11日（月）・15日（金）

日 に ち

各日とも午後1時30分～午後3時まで

時　　　間

穂波ふれあい会館 2階 大会議室

場　　　所

6月30日（木）※定員になり次第締切

締　　　切

穂波支所まで（担当：岩田・秀村）☎0948-29-5520

申　　　込

声のボランティア「穂声」※託児有り（申込時に必ずお伝えください）

共　　　催

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

7月 8月 9月 10月
8日
26日
6日
21日
28日

12日
23日
3日
18日
25日

9日
27日
7日
15日
22日

14日
25日
5日
20日
27日

11月
11日
22日
2日
17日
24日

（7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）

平成２３年度移送支援事業

運転ボランティア養成研修・受講生募集
　飯塚市社会福祉協議会の軽自動車（スズキ・ワゴンＲ）を使って、車いす利用者等を送
迎・支援いただける運転ボランティアさんの養成研修を下記のとおり開催します。
　普通運転免許があれば、特に必要な資格等はいりません。ぜひ、ご参加ください。

●と　き
　平成２３年７月１４日（木）午前10時～午後４時
●ところ
　穂波ふれあい会館（飯塚市忠隈522-3）
●内　容
　交通やボランティア、障がいについての講義、実技等
●定　員
　10名（定員になり次第締め切り）
●持ってくる物
　免許証、筆記用具。動きやすい格好で。（昼食はこちらで用意します）
●お問い合わせ
　飯塚市社会福祉協議会ボランティアセンター担当 山下
　☎０９４８－２４－４５００　　

　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。
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