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この「社協だより」は、共同募金の配分金によって作成したものです。

発　行　社会福祉法人広川町社会福祉協議会
　　　　広川町大字新代 2165 番地 1

　平成 26年 10月 31日、本会の公式ウェブサイトを上記のとおり、開設しました。
広川町内外問わず「いつでも・どこでも・誰でも」広川町の福祉に関する情報を気軽に「知
る・見る・感じる」ことができる情報収集・発信の方法として、多くの皆様にご活用いた
だけるサイトを目指して配信してまいります。今後、本紙「広川町社協だより」とともに
閲覧いただければ幸いです。
　当サイトでは、本会が実施する事業をご紹介するほか、福祉に関するホットな情報を配
信してまいります。URL→ http://hirokawashakyou.jp

※携帯のカメラで読みとってください
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◆赤い羽根共同募金1947年（昭和22年）から
　赤い羽根共同募金は、戦後、市民が主体の取り組みとしてスタートしました。当初は戦後復興の一助
として、戦争の打撃をうけた福祉施設を中心に、資金支援する活動としての機能を果たしてきました。
その後、社会福祉事業法（平成12年社会福祉法に改正）に基づき、社会福祉事業の推進のために活用さ
れてきました。
　そして60年以上たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組み、
民間団体を支援する仕組みとして、また、「市民のやさしさや思いやりを届ける運動」、「じぶんの町を良
くするしくみ」として展開されています。

◆都道府県を単位に実施
　赤い羽根共同募金は、都道府県を単位として、毎年 10月 1日から 12月 31 日までの 3か月間、
全国で募金活動が行われています。各都道府県にお寄せいただいた募金は、都道府県ごとに配分委員
会の審査を経て、都道府県内の福祉施設・団体の活動に役立てられます。

◆赤い羽根共同募金運動の展開方法
　共同募金運動は自治会・町内会、民生・児童委員、企業や学校関係者、社会福祉関係者などのご協
力により展開されています。
♢ 戸別募金 … 地域の各家庭に募金を呼びかける。
♢ 街頭募金 … 街角や人の集まる場所で募金を呼びかける。
♢ 法人・企業募金 … 地域の各法人・企業に募金を呼びかける。
♢ 職域募金 … 地域の組織や企業で働く方々に職場での募金を呼びかける。
♢ 学校募金 … 学校において児童・生徒に募金を呼びかける。

～赤い羽根共同募金にご協力をお願いいたします～

赤い羽根って何に役だっているの ?

赤い羽根共同募金は

自分の町を思う心に
つながっています

広じぶんの町を良くするしくみ。

　去る 10月 1日（水）、町内の 3店
舗（Ａコープ・マミーズ・アスタラビ
スタ）にご協力をいただき、街頭募金
を実施いたしました。
　街頭募金は、共同募金運動が始まっ
たことを広く呼びかけるとともに、赤
い羽根共同募金が「じぶんの町をよく
するしくみ」として地域福祉活動に活
用されていることを、地域の皆さまに
知っていただくことを目的としてい
ます。
　当日は、たくさんのご協力・ご声援
をいただきありがとうございました。

町内３カ所において「街頭募金」を実施いたしました！

赤い羽根共同募金は、お互いが「支えあい」「助
け合う」地域づくりを進めていくための、高齢者
のサロン活動や子どもたちの遊場の整備、災
害時のボランティア活動支援等、
様々な地域福祉を支える民間の福祉活動に活用

しています。共同募金は身近で生きる募金です。
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赤い羽根共同募金の流れ

赤い羽根共同募金運動の開始

運動期間10月1日～12月31日

地域の皆様からのご協力！！

広川町では
•戸別募金•法人・企業募金
•職域募金•窓口募金
•街頭募金など

●広川町社会福祉協議会活動事業費
•高齢者福祉活動費
　ひとり暮し高齢者のつどい、合同金婚式、老人クラ
　ブ活動助成、ふれあいいきいきサロン支援

•障害児・者福祉活動費
　身体障害者福祉協会活動助成、心身障害児者父母の
　会活動助成、八女聴覚障害者協会活動助成

•児童・青少年福祉活動費
　福祉教育読本「ともに生きる」配布、青少年健全育
　成、母子・父子親子招待会、母子寡婦福祉会活動助成、
　児童遊場遊具整備等

•住民全般福祉活動費
　福祉情報発信事業、ボランティア活動センター事業、
　心配ごと相談事業、愛のネットワーク事業等

●県下全域を対象とした民間福祉のための配分
•近年の配分例
　児童養護施設…車両整備
　知的障害者入所更生施設…施設改修工事
　福祉団体…機関紙発行等

●在宅福祉サービス枠（A枠）
•近年の配分例
　給食サービス運営費、通園事業、
　共同作業所、　社会福祉協議会（車両整備）

●災害等準備金
　共同募金会に寄せられた募金の３％を「災害等準備
　金」として積立。災害時に、被災地の災害ボランティ
　アセンターの活動費等として活用。

赤い羽根共同募金運動の展開

福岡県共同募金会広川町支会

福岡県共同募金会（配分委員会）

各市町村を区分とした配分（地域配分B枠） 県内の社会福祉施設などへの配分（広域配分A枠）

共同募金会が行う災害復興支援

約 30％約 70％ 配分

募 

金
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ふれあって、 微笑みあって♪

親子招待会を開催

地域を越えた横のつながりを…

ひとり暮し高齢者のつどい

これからも夫婦そろって仲むつまじく
結婚 50 年、 金婚夫婦 25 組をお祝い！！

　広川町社会福祉協議会では、年に１度、町内の母
子・父子家庭を対象に、「親子招待会」を開催して
います。
　今年は、8月 23日（土）に 34名の参加のもと、
大分県の大分市・湯布院を巡る日帰り旅行を開催い
たしました。
　マリーンパレス水族館うみたまごでは、イルカの
ショーを見学し、午後からはおしゃべりしながら湯
布院の街をゆっくり散策しました。

　10月 10日（金）、町内 70歳以上のひとり暮し
高齢者の方々を対象に「ひとり暮し高齢者のつど
い」を佐賀県上峰町吉野ヶ里温泉にて開催し、今
回は 143名の方にご参加いただきました。
　つどいは、広川町にお住まいの高齢者が孤立す
ることなく、住民同士のつながりの中で生きがい
のある暮しをしていただきたいという思いで開催
し、今回で 34回を数えました。
　昼食を囲みながら、お笑い大衆演芸「いろは座
新鮮組」による迫力あるステージを楽しみました。
参加された皆さまが、今回の交流をきっかけとし
て、地域に顔見知りが増え、町内各地で“ふれあ
いの場”がひろがりますことを願っています。

　親子で共有できる楽しい思い出の１ページとし
て、参加された皆様の心に残る１日になっていたら
と思います。

　11 月 20 日（木）、今回で 36 回を迎える「広川
町合同金婚式」を開催いたしました。今年は昭和
40 年にご結婚をされた 25 組のご夫婦（以前の方
で都合により参加されていないご夫婦含む）が出席
されました。
　ご夫婦揃っての写真撮影、記念式典の挙行、演芸
では広川町文化連盟各舞踊部の皆さまよりご協力を
いただき、華やかな祝賀会となりました。
　また、日向ひょっとこ踊りボランティア日向
ひょっとこ「たのしむ隊」の皆さまより、ユーモア
あふれる踊りをご披露いただき、楽しいひとときを
過ごされました。
　出席者を代表し、弓削末芳・延子ご夫婦が感謝の
気持ちを述べられ、改めて、苦楽を共にした半世紀
の人生をふり返って居られました。
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ひろかわ健康隊、広川まつり出演！！ 広川町身体障害者福祉協会
九州身体障害者グラウンド・ゴルフ大会出場！！

平成 26年福岡県社会福祉大会県知事表彰、
県共同募金会会長表彰・優秀地区表彰受彰！！

　広川町にお住まいの皆様に「健康で生きがいのあ
る生活を送ること」の大切さをＰＲすることを目的
として、去る 10月 19日（日）ひろかわ健康隊が『第
33回広川まつり』一般パフォーマンス部門に出場
いたしました。
　ひろかわ健康隊とは、地域の方々の健康・生きが
いづくり、高齢者の介護予防の取り組みを支援・推
進するボランティアメンバーです。
　これからも、『心も・体も、そして周りの人も健
康に！』をモットーに、ひろかわ健康隊の皆さまと
協同し、明るく生きがいのある生活を誰もが目指せ
る地域づくりに取り組んでまいります。

　9月 18日（木）宮崎県総合運動公園木の花ドー
ム（宮崎市）において、県予選を勝ち抜いた 28
チーム 150 名の選手参加のもと、第８回九州身体
障害者グラウンド・ゴルフ大会が開催されました。
福岡県を代表して広川町身体障害者福祉協会（団
体６名）が出場、団体の部で準優勝・個人の部で
大石選手が第３位入賞という素晴らしい成績をお
さめられました。参加者は、相互の健闘をたたえ、
ハイタッチをされて喜びを分かち合われるなど積
極的に交流されていました。

　平成26年10月21日（火）春日市クローバープラザに
おいて、平成26年福岡県社会福祉大会が開催されました。
　社会福祉大会は、県内の社会福祉関係者が一堂に会し、
「誰もが安心して暮らせる元気な地域づくり」に取り組ん
でいく契機として、毎年開催されている大会です。
　記念講演では「『助けて』と言える社会を目指して～生
活困窮者支援の現場から～」というテーマで、近年、地
域の福祉課題として叫ばれている生活困窮者支援の現状
を学びました。
　また、大会式典では、地域福祉の向上に長年貢献され
た人や団体に対し表彰が行われ、広川町から、ボランティ
ア等功労者県知事表彰として広川町配食ボランティア・
広川テープの会（音訳ボランティア）、県共同募金会会長
表彰として共同募金会広川町支会副支会長の久保田隆利
氏、共同募金会優秀地区表彰として共同募金会広川町支
会が受彰いたしました。
　誰もが安心して暮らせる町を目指し、広川町の福祉関
係者が連携し、地域の福祉課題に向けて取り組むことの
必要性を改めて感じる大会となりました。
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秋のバスハイク ウンチの話し

10 月下旬に黒木までバスハイクに出かけました。

グリーンピア八女の売店でトイレ休憩とお買い物をし
て、階段を利用して皆さんで集合写真をパチリ！
　その後 福祉センターふじの里のお部屋を借りてお弁
当を食べ、肉まんやお饅頭を買ってかえりました。
　みなさん 普段以上の笑顔が見れまし
た。
秋を満喫した一日でした
　次回は１月の初詣を予定しています。

雄大な富士山を眺めながらの体操やレクリエーションは力が入り、今日も元気な声がデイサービスに響き渡っています。

『ウン知育教室』

　ヤクルトさんに来ていただいて、３つの「うんち力」
をパワーアップ！
バランスのいい食事で作る力・善玉菌を増やして育て
る力・筋肉を鍛えて出す力。
当たり前だけど大切な話を聞いて、皆さん『そーやん
ねぇ～』と感心されていました。

《お問い合わせ》
社会福祉協議会  0943-32-3768
広 川 町 役 場 0943-32-1113

いきいき元気教室 の活動をご紹介♪

～この秋、 デイサービスの居室に
　　　　名峰富士山が現れました～
　清々しくどっしりとした姿で皆さんの注目をあつめてい
ます。今回は秋の時期に合わせ、赤い楓や黄色い銀杏の
紅葉で富士山を彩りました。ご利用者様と、「登りたいね
♪」「若い時に登った！」と会話を楽しみながら作り上げま
した。
　今後も、皆でアイデアを出し合い四季折々の富士山の風
景を表現していこうと考えています。

♢♦体験利用や見学も随時受け付けております！お気軽にご相談ください♦♢

広川町社会福祉協議会 通所介護事業所 《TEL》 0943-32-7072

デイサービスの活動をご紹介♪
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平成２６年度 家族介護教室 （開催中）

介護をしている家族のため

「介護者カフェ」
　　　　　　やっています

　介護者カフェは、ご家庭で介護をされている皆さま
のための、ひと休みカフェです。
　介護の合間に、ちょっと肩の荷を下ろして、同じ介
護者同士でお茶を飲みながらひと休みしてみません
か♪
　また介護者カフェでは、介護の相談員による相談も
行っております。ゆっくりお話しを伺いますので気軽
に是非お立ち寄りください。

平成26年度開催スケジュール（12月以降）
日　程：12／22（月）、1／26（月）
　　　　2／23（月）、3／30（月）
場　所：保健・福祉センターはなやぎの里
　　　　1階いきいきルーム
時　間：14時から お好きな時間におこしください。
対　象：ご家族等の介護をしている方、
　　　　又は介護経験者。
参加費：無料

≪お問い合わせ≫
広川町社会福祉協議会・家族介護者の会なのはな会
TEL 0943-32-3768 FAX 0943-32-5530

　本会では、日常生活を行う上で車椅子を必要とする方
に対しまして、車椅子の貸出しをしています。本会に寄
贈していただいた車椅子を、住民の皆様に、広く・有意
義に活用していただきたいと考えております。

本会の窓口で申請者氏名・使用者氏名・
使用理由をお書きください。
※印鑑や身分証明証などは不要です

その場で車椅子を貸出しいたします。お
客様の都合で、当日の持ち帰りが困難な
場合は、お取り置きできますのでご相談
ください。

※広川町に在住されている方。
※介護認定を受けている方も、旅行・通院等一時的使用
　の場合は貸出し可。
※貸出期間は、原則１ヶ月以内です。但し、必要な場合は
　利用更新の手続きをお願いしています。

《お問い合わせ》
広川町社会福祉協議会   ☎0943-32-3768

　申請書を記入

　貸出しの流れ

　その場で貸出し

⬇

車椅子の貸出し
しています !

開催日時 内　容 講　師

第4回 12月３日（水）
13：30～ 15：00

お口の健康と口腔ケア実技
ひろせ歯科医院院長
広瀬 幸治さん

第 5回 1月 29日（木）
13：30～ 15：00 認知症について

認知症地域支援推進員 
髙鍋 拡美さん

　家族介護教室は、介護に役立つ知識や技法、介護予防や介護者の健康づくりなどについて学ぶ
教室です。介護でお悩みの人、これからの介護に備える人、介護に関心をお持ちの人、どなたで
も参加できます。気軽にご参加ください。
※教室終了後は、お茶とお菓子を食べながら介護者同士で交流する介護者ビュッフェを開催し　
ます。（自由参加）
　【場　所】 保健・福祉センターはなやぎの里 3 階 多目的ホール
　【参加費】 無料 ※事前にお申し込みをお願いします。当日参加も可能です。
　【お問い合わせ】
　広川町社会福祉協議会・家族介護者の会なのはな会
　TEL 0943-32-3768 FAX 0943-32-5530
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印刷所　株式会社　佐賀印刷社

〈香典返し寄付へのお礼〉

　社会福祉協議会へのご寄付をいただきました。ご芳名を紹介させていただき、ご厚意に深く感謝申し上げますと共に、
故人のご冥福を心からお祈り致します。

平成26年 7月 8日～平成26年 11月 11日

◎問い合わせ
　保健・福祉センター「はなやぎの里」
　☎0943ー32ー3768

施設区分
施設使用料（1時間） 冷暖房使用料

（1時間）町内者 町外者

多目的ホール（3階）1,200 円 2,400 円 1,000 円

調理実習室　 （2階） 700円 1,400 円 600円

会議室   （2階和室） 300円 600円 200円

会議室   （2階洋室） 300円 600円 200円

休憩室　（1階和室）
1人 1回
100円
（入浴料含む）

1 人 1回
200円
（入浴料含む）

「はなやぎの里」の
施設使用料

住所 氏名 故人
久　泉 平河佐由美 繁　雄
久　泉 馬場　朋子 友　幸
藤　田 古賀サチヱ 秋　雄
太　原 丸山　和幸 カツエ
長延上 中川原良嗣 マエノ
川　瀬 中嶋　秀幸 恵
一　條 渡辺　健司 了
当　条 田中　保代 勝太郎
吉常上 髙鍋　　悟 シヅヱ
長延下 梅本　利勝 ツタエ
六　田 鹿田ウメノ 昇
一　応 石橋　勝美 勝　文
長延下 梅本　元基 浪　江
久　泉 馬場　武敏 サダヱ
長延上 辻　　　務 サチ子

住所 氏名 故人
太　原 丸山　伸司 アイ子
梯 野中　節雄 タツヱ
牟　礼 中川原　渡 一
内　田 水田　節雄 金　男
川　瀬 大隈　義孝 吉原キヌヱ
太　原 丸山　泰博 カスエ
吉常下 重松　善保 ヨシエ
清楽茶屋 中村　堅一 幸　子
川　瀬 野中伊三雄 スギヱ
川　瀬 加藤　京子 光　弘
太　原 丸山　孝二 スエノ
太　田 江藤ミチ子 日出生
緑ヶ丘 鶴　　政利 フサ子
吉常下 西村惠美子 康　登
一　條 江上　廣一 濱　子

住所 氏名 故人
太　田 弓削　壽子 ヨシカ

久　泉 綾戸　睦夫 德　次

川　瀬 山下　正子 富　雄

増　永 野中　正彦 マスミ

久　泉 馬　　京子 志　典


