
《発行《発行 》飯塚市社会福祉協議会　飯塚市社会福祉協議会　〒820-0011　飯塚市柏の森956番820-0011　飯塚市柏の森956番地４地４　TEL0948-23-2210　　TEL0948-23-2210　FAX0948-23-2262AX0948-23-2262

飯塚市飯塚市

社協社協だより社協社協だより
飯塚市飯塚市 ふれふれあいネットワ

ークットワークふれあいネットワ
ーク

　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。

《発行 》飯塚市社会福祉協議会　〒820-0011　飯塚市柏の森956番地４　TEL0948-23-2210　FAX0948-23-2262

IIZUKAIIZUKA

社協だより
飯塚市

発行日
2011年11月15日

17No.No.17No.

平成23年10月１日（土）
街頭募金活動の様子

平成23年10月１日（土）
街頭募金活動の様子

共同募金運動始まりました！共同募金運動始まりました！
赤い羽根



ひとりひとりのやさしさが、
あなたの住む町を、もっとやさしくしてくれます。

福岡県共同募金会飯塚市支会

支会長　久　保　常　次

　今年も、赤い羽根共同募金運動が10月１日よ
り始まりました。
　毎年多くの方々のご理解、ご協力により社会福
祉事業の充実発展に役立っております。
　今日では少子高齢化のなか、住民の方々の福祉
に対する意識も変わりつつあり、多くの方々が公
的な社会福祉制度の充実を求めるだけでなく、多
様な社会福祉の取り組みが増え、新たな時期を迎
えています。
　そのため赤い羽根共同募金を通じて地域の皆様
方との信頼を深め、だれもが住みなれた地域で安
心して暮らすことを目指し、積極的に住民の方々
へ情報を提供するなど透明性を維持し、常に住民
の方々から理解される運動を展開していきます。
　今年も、赤い羽根共同募金運動を進めてまいり
ますので、皆様方のご支援、ご協力をお願い致し
ます。

「福岡県共同募金会飯塚市支会事務局」
飯塚市社会福祉協議会内
飯塚市柏の森９５６－４　
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赤い羽根
共同募金運動
　　　実施中

　秋の街を彩る赤い羽根共同募金。
　赤い羽根募金に協力している人は、みん
なボランティア。「民間の福祉を応援した
い」と、心から願う人たちの運動なのです。
タレントさんやスポーツ選手も協力してい
るけど、誰でも参加できるボランティア。
初めの一声は小さくても、そのうち街の人々
の善意が伝わってきます。それが、地域の
福祉への参加の第一歩になるかもしれませ
ん。

　毎年10月１日から12月31日までの３か月
間、日本中で赤い羽根共同募金運動が実施
されます。学校や家庭、職場など、さまざ
まな場所で募金がおこなわれます。

《期間は10月1日〜

  12月31日の３か月間》

《誰でもできる
　　　　ボランティア》

赤い羽根共同募金は、街のひとのやさしい気持ちを集め

る活動です。あなたのやさしさがあなたの声かけが、あ

なたの活動が、きっと街を変えていくはじめの一歩とな

るはずです。

もっと、もっと良い街になりますように。

赤い羽根共同募金 赤い羽根共同募金 「みんなの健康
・福祉のつどい

「みんなの健康
・福祉のつどい

2011」2011」
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 去る10月16日(日)、飯塚市・飯塚医師会・西日本新聞社および飯塚市社会福祉協議会の主催
により、「みんなの健康・福祉のつどい2011」を、庄内会場(庄内体育館・公民館)にて開催
しました。
　当日は晴天に恵まれ、ステージイベント、昼食バザー、子ども広場、ふれあい青空市場、健
康コーナー、福祉コーナー等の催し物は、どこもたくさんの来場者でにぎわいました。
　運営にご協力いただきました団体をはじめ多数のボランティアの皆様、本当にありがとう
ございました。
　なお、当日は会場にて「音訳いいづか」さんにご尽力いただきましたチャリティバザーの
売上げ54,320円、そして各団体からの寄付金33,860円、合計88,180円は東北地方太平洋
沖地震被災地への義援金として送金させていただきます。
　ご協力ありがとうございました。

開催しました!

を「みんなの健康
・福祉のつどい

「みんなの健康
・福祉のつどい

「みんなの健康
・福祉のつどい

2011」2011」2011」

　平成23年10月より、飯塚第一中学におい
て福祉学習を開催しました。内容は手話・点
字・車椅子・アイマスクのグループに分け
て、それぞれ当事者からのお話や体験を行い
ました。学生からは、障がい者の方の実際の
生活に対する質問や、「どういった社会に
なって欲しいですか」などの質問もあがり、
それぞれに関心を持って参加していたようで
した。これから社会を担う若い人たちに頑
張ってほしいものですね。

飯塚第1中学校で
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　進行する「無縁社会」を克服し、頻発する自然災害への備えを形成していくには、地域での支え合い
や絆を再生し、「ご近所福祉」の復活を図っていくことが不可欠です。
　この目標の実現に向け、「ふれあいほっとライン」と「福祉マップ」を全市的に整備し、公私協働によ
る平時の見守り支援体制づくり、その延長線上にある緊急時・災害時の支援体制づくりへと発展させ
ていくことが、地域支え合い事業の目的です。

̶「ふれあいほっとライン」と「福祉マップ」を作成します ̶

地域支え合い事業を進めています地域支え合い事業を進めています地域支え合い事業を進めています

◆目的は？◆目的は？

　事業は、市が、福岡県の「地域支え合い体制づくり事業」（１０割補助事業）を活用し、単年度事業とし
て行いますが、事業全般は、市からの委託を受けて市社協が実施しています。市社協の地域担当職員が
中心となり、自治会長さん、民生委員さんや福祉委員さんとの連絡を密にして、それぞれの地域にあっ
た「ふれあいほっとライン」と「福祉マップ」づくりを進めています。

◆進め方は？◆進め方は？

　「ふれあいほっとライン」は、福祉委員さんや近所の方などが要援護者のお宅を訪問され、緊急な対
応を要する事態に遭遇した時の備えとして、冷蔵庫や電話機の周辺などに掲示しておくものです。こ
のシートには、次のような情報が掲載されます。市が民生委員さんの協力を得て更新している「災害時
要援護者台帳」に掲載された情報（氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・緊急連絡先）、自治会長
さん・民生委員さん・福祉委員さんの氏名と電話番号、飯塚警察署・消防署・かかりつけ医・在宅介
護支援センターの電話番号。

◆「ふれあいほっとライン」って？◆「ふれあいほっとライン」って？

　「福祉マップ」は、地域での福祉活動を考えていく基礎となる地図です。自治会別のエリアマップ（住
宅地図）に、災害時要援護者の所在を家族類型別に表示する作業（例えば、単身世帯には赤色、高齢者の
みの世帯には青色、昼間一人暮らし世帯には黄色のシールを貼るといった方法）と同時に、要援護者の
地域生活にとって役立つ人的社会資源（民生委員さん、福祉委員さん、自治会長さん等）と、物的社会資
源（病院、福祉施設、公民館・集会所、薬局、商店、銀行、郵便局等）の所在を表示する作業（例えば、ピン
クのラインマーカーで家や建物を囲むといった方法）により作成します。完成した「福祉マップ」は、複
写して自治会長さん、民生委員さん、福祉委員さんに配布します。

◆「福祉マップ」って？◆「福祉マップ」って？

　「福祉マップ」は、今後、「防災福祉マップ」や「住民の支え合いマップ」に発展させていくことが考え
られます。
　「防災福祉マップ」は、災害時の速やかな避難支援に役立てるための地図です。災害時要援護者と避
難支援者の家、災害時に頼りになりそうな地域の人材や役立つ施設（消火栓、防火水槽、警察交番所等
を含む）などを、住宅地図に標示します。
　「住民の支え合いマップ」は、地域での日常的な支え合いづくりを目的にするもので、住民による地
域づくりの新しい手法として、近年全国各地で普及が進んでいます。住宅地図上に要援護者と支援者
を色分けして標示し、地域でどのような支え合いが行われているのかを矢印（関わり合いの線）等で表
現します。この作業を通じて地域の様々な課題を共有し、問題解決に結び付けていきます。

◇「福祉マップ」の活用は？◇「福祉マップ」の活用は？

「ダンボールコンポストのお話」
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　皆さん、子育てと環境問題がつながってることを知っていますか？かわいい子供達の未来にきれ
いな地球を残してあげたいですよね。
　そこで、先日、穂波ふれあい会館にて、家庭から出る生ゴミを堆肥へと生まれ変わらせることが
出来るダンボールコンポストについてのセミナーを開催致しました。
　子育て中のお母さん方も参加できるように託児を用意して行ったところ、たくさんの方々に参加
していただき、大変好評に終えることができました。
　また、このセミナーの開催におきまして、筑豊助産師ネットさんと飯塚友の会さんに多大なご協
力をいただきましたことをこの場をお借りして御礼申し上げます。

　飯塚市社会福祉協議会では、子どもとお母さんの愛情を育むことと、子育て中のお母さんどうしの交流な
どを目的とした「子育て広場」を下記のとおり開催いたします。興味のある方は、ぜひご参加ください。

①回目…平成23年12月19日(月)10時～12時
　内容…[おしゃべりとタッチケア]　
　　　　講師を招いて、“ベビータッチ”またはママ癒しの“ママタッチ”を行います。　　
②回目…平成24年1月16日(月)10時～12時
　内容…[おしゃべりとお菓子作り]　　
　　　　講師を招いて、“体にやさしいおやつ作り”とお茶会を実施します。
③回目…平成24年2月6日(月)10時～12時
　内容…[布ナプキン作り①]
　　　　講師を招いて、エコを考える提案として実際に使えるものを自分たちで作ってみます。
④回目…平成24年3月5日(月)10時～12時
　内容…[布ナプキン作り②](草木染め)
　　　　自分たちで作ったものを染めてみます。

※各回とも定員は10組です。
　会場は①・③回目は穂波ふれあい会館、②・④回目は飯塚市保健センター。
　どの回に参加されても結構です。

平成23年度地域福祉講座平成23年度地域福祉講座 地域支え合い事業を進めています地域支え合い事業を進めています

◆目的は？

◆進め方は？

◆「ふれあいほっとライン」って？

◆「福祉マップ」って？

◇「福祉マップ」の活用は？

ポストのお話」ポスポスポストのお話ボールコンポールコンポコンポスルコンポ「ダンボールコンポスポポスボールコンポストのお話」ルルコンポストのおルンボールコンポンポンポボールコンポポンポコン「ダンボールコンポストのお話ポボ ポ お話ンンボ ルコンポストのお話ポスダン ポポストのお話」ンポスンポンポスンポルルコ「ダンボールコンポストのルコンルココンルコンンポコン「ダンボールコンポストのお話ンダン「ダンボールコンポストのお話」「ダンボールコンポストのお話」

～子育て広場の

　　　　開催につ
いて～

飯塚市社会福祉協議会・穂波支所
電話0948-29-5520(担当・秀村)まで

★お問い合わせ・お申込みは…
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　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。
　毎月第三水曜日の午後から開催されています。
　毎回、元気になる話を聞いたり、体を動かしたり楽し
んでいます。
　規模は小さいけれど参加者さんも
ボランティアさんもお互いに「元気」を
もらっています。

鶴三緒いきいきサロン訪問記いきいきサロン訪問記第６回第６回

　平成23年９月15日（木）、午前10時から飯塚東公民館
において、第３回子育てサロン「おやっとこっと」を開催
しました。今回は、『簡単ヘルシーなおやつ作り』という
内容で、親子で簡単おはぎとおばあちゃんのフルーツ牛乳
寒を作りました。材料を切ったり、お餅を丸めたり、親子
で一緒にやっている姿がとても微笑ましく、心に温かいも
のを感じました。
　多くの参加をありがとうございました。

奇数月の第３木曜日10:00～12:00に
飯塚東公民館において開催しています。
ご気軽に参加してください！
お問合せ：☎23-2210（花村・友松）

子育てサロンは、

協協協協協協協協協協協協協協協協協協協祉協祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉福福福福福福福福福福福福福福福福福福福会福社社社社社社社社社社社社社社社社社社社区社地地地地地地地地地地地地地東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚塚飯塚東地区社会福祉東東地区社会東飯塚東地区社会福祉協飯塚東地区社会 祉協地区社会福祉協会社会地区社会社社会会福東地区社会福祉協協協祉祉祉祉飯飯 東東 議地飯飯 議地 議議議議議議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議社会福祉協議飯塚東飯塚東飯塚東飯塚東飯塚東飯塚東飯塚東飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区飯塚東地区 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 催催催催共催共催共共共共共共共共共共共共共共催催共共共共共催催催共共共共共共共催催催催催催共共共共共共共共共共共共共共催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共飯塚東地区社会福祉協議会共催飯塚東地区社会福祉協議会共催

子子子子子
育育育育 てててて ササササ
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飯塚東地区社会福祉協議会共催

子
育 て サ

ロ
ン

　去る10月26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、その益金を福祉活動に役立ててく

ださいとご寄付をいただきました。

　チャリティーゴルフコンペにご参加され

ました皆さま、ありがとうございました。

　去る10月25日、（株）玉置様より、環境

活動（ISO14001）の一環として使用済み

インクカートリッジの回収作業を積極的に

行われ、一企業市民として地域社会へ貢献

したいとの思いで、飯塚市社会福祉協議会

へ福祉寄付をいただきました。職員皆さま

へ厚くお礼申しあげます。

チャリティ ルフで福祉寄付チャリティ ゴルフで福祉寄付～チャリティーゴルフで福祉寄付～～チャリティーゴルフで福祉寄付～

環境活動をとおして福祉寄付～環境活動をとおして福祉寄付～～環境活動をとおして福祉寄付～

株式会社　玉置　様
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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。

　福岡財務支局では、自らの収入で返済
しきれないほどの借金を抱えお悩みの人
からの相談に応じ、相談者の抱える借金
の状況などをお聞きするとともに、必要に
応じ弁護士・司法書士などの専門家に引
き継ぎを行います。
　お気軽にご相談ください。（相談無料・
秘密厳守）

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（第2金曜日）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 本 所
穂 波 支 所
筑 穂 支 所
庄 内 支 所
頴 田 支 所

12月
 9日
 27日
 7日
15日
 22日

１月
 13日
 24日
 11日
19日
 26日

２月
10日
 28日
  1日
16日
 23日

多重債務相談窓口のご案内

＊対応時間　月曜日～金曜日
　　　　　 （年末年始および日祝祭日を除く）
　　　　　　9時～12時、13時～17時
＊相 談 先　福岡財務支局
　　　　　　☎092・411・7291

12月～２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。

社会福祉協議会業務全般

若干名

⑴　昭和６０年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた人で、学校
教育法に規定する大学（短期大学を除く。）を卒業した人または平成
２４年３月までに卒業見込みの人。

⑵　社会福祉士の資格を有する人、または、資格取得見込みの人。

平成２４年１月２２日（日）

飯塚市総合会館（飯塚市新飯塚２０－３０）

⑴　１１月１５日（火）から総務課で配布
　　（９時～１７時。土・日・祭日は除く）。
⑵　郵便で請求の場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きの上、
１２０円切手を貼った受験者の「宛先」明記の返信用封筒（Ａ４サイ
ズが入る角２封筒）を同封し総務課へ請求して下さい。

１１月２５日（金）～１２月２２日（木）
（９時～１７時。土・日・祭日は除く）
※郵送の場合は、１２月２２日（木）までの消印があり、提出書類が完備
しているものに限り受付けます。

〒820-0011　飯塚市柏の森956番地4
飯塚市社会福祉協議会　総務課
☎０９４８－２３－２２１０

平成23年度飯塚市社会福祉協議会
職員採用試験を実施します

職務内容

採用予定数

受験資格

第１次試験

試験会場

職員募集
要項配布

請求・問い
合わせ先

受付期間
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