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　「ペットボトル…分別しているけど、キャップはどうなるの？」
そんな疑問を持ったことはありませんか？
　小さなキャップでも捨ててしまえばゴミ。焼却処分されると二酸化炭
素が発生し、地球温暖化の要因となります。
　何気なく捨てているキャップでも分ければ資源となり、集めてリサイ
クルすることで、二酸化炭素の発生抑制に繋がるとともに、世界の子ど
もたちの命を救うことができます。（キャップ 860 個で、子ども 1人分
のポリオワクチンと交換できます）

“““““““““““““““““““““““““““ちょっとボランティア”ちょっとボランティア”ちょっとボランティア”
　　　　　　　　　はじめませんか？　　　　　　　　　はじめませんか？　　　　　　　　　はじめませんか？

～暮らしの “ひと工夫”から生まれる笑顔があります～
　広川町ボランティア活動センター“よかよか”では、誰でも気軽にできる収集ボランティア活動の一環として、
ペットボトルのキャップ（エコキャップ）の収集運動を推進しています。
　エコキャップ回収ボックスは、広川町保健・福祉センターはなやぎの里の１階玄関と２階ボランティア活動
センター入り口に設置しております。先日は、広川中学校生徒会のみなさんが、エコキャップとプルトップを持っ
て来館されました。みなさまのご協力をお願いいたします。
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　平成 25 年度は、民間における地域福祉の中核組織である社会福祉協議会として、「地域で誰もが安心して、その人
らしく暮らせる地域づくり」を基本理念とし、行政、関係福祉団体、地域住民と共同して「地域の福祉力」の向上に
取り組みました。
　中でも、地域社会における地域住民同士の相互支援を進めるため、公民館等を拠点としたサロン活動支援、地域
コミュニティ再構築のための地域ボランティア活動の拠点となるボランティア活動センターの運営に積極的に取り組み、
小地域ネットワークづくり、福祉活動の拠点づくりを推進しました。また、広川町における地域福祉施策、小地域福祉
活動の展開指針としての「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」の策定に向け、行政と協議を行い、平成 26 年度は、
広川町の地域福祉計画の策定の取り組みと合わせ、社協組織内における地域福祉活動計画策定の体制を作り、効果
的な計画策定の実現を図ります。
　また、東日本大震災、九州北部豪雨災害など、いつ起こるかわからない大規模災害に備え、災害発生時における
社協の役割、常日頃の地域福祉活動のあり方を見つめ直すとともに、迅速な災害対応と地域福祉活動への移行を図る
ため、職員研修会、八女地区総合防災訓練における災害ボランティアセンター設置模擬訓練などに取り組み、これを
踏まえ、平成 26 年度は、具体的な災害時の対応マニュアルの策定など、災害時対応体制の整備に努めます。
　また、在宅福祉事業においては、介護保険事業、障害者居宅介護事業、配食サービス事業等の更なる充実に努め
るとともに、町受託事業における、いきいき元気教室事業、歯つらつ元気塾事業など介護予防事業にも取り組みました。
また、介護当事者の精神的・身体的負担の軽減、介護技術・制度などの知識向上を目的とした介護教室、介護者カ
フェ、介護者のつどいなどを開催し、介護経験者を含む「介護当事者の会」が発足するなど、在宅福祉サービスの総
合的支援に取り組みました。
　平成 26 年度においても、広川町の更なる福祉の充実・発展のため、多種多様化する地域や住民の福祉ニーズ、そ
の他あらゆる社会福祉課題、役割を積極的にとらえ専門性を持って対応し、福祉サービスの創造、事業推進に努めます。

平成25年度広川町社会福祉協議会事業報告

平成25年度資金収支決算

平成26年度資金収支予算

会費収入
0.34％

助成金収入
0.21％

寄付金収入
1.71％

経常経費
補助金収入
15.51％

経理区分間
繰越金収入
13.28％

歳入 161,251
（単位：千円） 受託金収入

24.18％

共同募金
配分金収入
3.23％

介護保険
事業収入
39.24％

利用料収入
1.79％

雑収入
0.48％

受取利息
配当金収入
0.03％

固定資産取得支出
2.16％

積立預金
積立支出
1.61％

経理区分間
繰越金収入
12.27％

歳出 174,512
（単位：千円） 人件費支出

51.62％

助成金支出
1.06％

事業費支出
26.42％

事務費支出
2.21％

共同募金
事業費支出
2.53％

負担金支出
0.12％

積立預金積立支出
2.59％

経理区分間
繰越金収入
11.22％

歳出 172,889
（単位：千円） 人件費支出

55.70％

助成金支出
0.96％

事業費支出
23.87％

事務費支出
2.61％

共同募金
事業費支出
2.85％

負担金支出
0.20％

〈歳　入〉　　（単位：千円）

会費収入 　　　　　543
寄付金収入 　　　　2,757
経常経費補助金収入　25,018
助成金収入 　　　　　340
受託金収入　　　　　38,986
共同募金配分金収入　  5,206
介護保険事業収入      63,276
利用料収入 　　　　2,893
雑収入 　　　　　773
受取利息配当金収入　　　 46
経理区分間繰入金収入21,413

合計         161,251

〈歳　出〉　　（単位：千円）

人件費支出　　　　　90,082
事務費支出 　　　　3,854
事業費支出　　　　　46,100
共同募金事業費支出　   4,420
助成金支出　　　　　  1,849
負担金支出　  　　　　   214
経理区分間繰入金支出  21,413
積立預金積立支出　　  2,812
固定資産取得支出　　  3,768

合計         174,512

〈歳　出〉　　（単位：千円）

人件費支出　　　　　96,304
事務費支出 　　　　4,510
事業費支出　　　　　41,272
共同募金事業費支出　   4,929
助成金支出　　　　　  1,661
負担金支出　  　　　　   346
経理区分間繰入金支出  19,392
積立預金積立支出　　  4,475

合計         172,889

〈歳　入〉　　（単位：千円）

会費収入 　　　　　534
寄付金収入 　　　　2,600
経常経費補助金収入　25,018
助成金収入 　　　　　340
受託金収入　　　　　47,701
共同募金配分金収入　  4,279
介護保険事業収入      67,360
利用料収入 　　　　2,979
雑収入 　　　　　606
受取利息配当金収入　　  110
経理区分間繰入金収入19,392

合計         170,919

歳入170,919
（単位：千円）

会費収入
0.31％

助成金収入
0.20％

寄付金収入1.52％
経常経費補助金収入
14.64％

経理区分間
繰越金収入
11.35％

受託金収入
27.91％

共同募金
配分金収入
2.50％

介護保険
事業収入
39.41％

利用料収入
1.74％

雑収入
0.35％

受取利息
配当金収入
0.06％
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●利用対象者…
  • 介護保険において、要支援または要介護の認定を受けられた方
　 ( 体験利用・見学も随時受け付けております。)

●利用対象者…
 ・介護保険において要支援または要介    
　 護認定を受けられた方
 ・心身に障害があり、障害者総合支援法
　の支給決定を受けられた方

●利用対象者…
 ・介護保険において要支援または要介護認定を  
　 受けられた方
 ・介護サービスの利用を考えておられる方

居宅介護支援事業 ( ケアプラン )

　在宅生活の中で、介護保険サービスを利
用される為には、ケアプラン（居宅介護計画）
の作成が必要です。本事業では、ケアマネ
ジャーがケアプランの作成、介護サービス
事業所との連携、調整、在宅福祉に関する
相談を行い、介護を必要とされる方々のご
希望に添ったケアプランをご本人、ご家族
と一緒に考えます。

訪問介護事業所 ( ホームヘルプ )

　訪問介護サービスでは、住み慣れたご自
宅・地域で安心して生活をしていただける
ようにご家庭にホームヘルパーがお伺いし
身体介護・生活援助を行います。

通所介護事業所（ディサービス）
　ディサービスでは、送迎、健康チェック、日常動作訓練、入浴、食事、レクリエーショ
ン等の支援を行っています。利用者様及びご家族様が安心・必要な介護サービスの提供を
受けられ、在宅生活を支えていく事をめざしています。

〈問合せ〉通所介護事業所（℡）０９４３-３２-７０７２

〈問合せ〉

訪問介護事業所 （℡）０９４３-３２-７０７１

お一人お一人の心身の変化に
　気づいて支援を行います。

ご家庭でお困りの事は
　ございませんか ?

〈問合せ〉

居宅介護事業所 （℡）０９４３-３２-７０７０

●利用者様の心に寄り添う
　活動や交流

●ご家族様やケアマネジャー
　との連携（相談・報告）

●職員の資質向上のための
　勉強会の実施

▼
利用者様の作品

社会福祉協
議会の介護保険事業所を紹介します
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体操・脳トレ学習・レクリエーションなどを楽しみな
がら、介護予防を目的とした教室です。集合場所まで
の送迎もします。
買い物や秋の行楽など年数回の外出行事もあります。
みなさんと昼食やおやつを食べ、一日楽しく“いきい
き元気”にすごします。
笑顔いっぱいの教室です。
遊びに来てくださ～い！待ってます。

　高齢者が食べやすく栄養のバランスを

考えたお弁当をお届けします。

　安否確認も行い役場やご家族等と連携

を図っております。

　ご利用条件がありますので、お問い合

わせください。

　介護や認知症など高齢者に関するご

相談をお受けいたします。

　お一人暮らしや高齢者世帯に対する

家庭訪問をおこなっております。

気軽にご相談ください。

いきいき元気教室・配食サービス

広川町役場
健 康 福 祉 課 　0943-32-1113
社会福祉協議会　0943-32-3768

　0943-32-1175

お問合わせ先

在宅介護

支援センター

火～金

いきいき元気教室

配食サービス
月～金　昼食

お問合わせ先
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
平成26年度ひろかわ健康隊養成講座

会　場　 広川町保健・福祉センターはなやぎの里　3階　多目的ホール
対象者　 原則、3日間全ての日程に参加できる方で、健康・生きがい
　　　　 づくり、ボランティア活動に関心のある方。
参加費　 500 円
　　　　 （最終日に、修了証と「ひろかわ健康隊ポロシャツ」をお渡しします。）
申込み　 参加希望の方は申込みが必要です。
申込先　 社会福祉法人 広川町社会福祉協議会　
　　　　 TEL0943-32-3768

　本会では、誰もが住み慣れた地域で生きがいのあ
る生活を送れる福祉コミュニティづくりをめざし、そ
の取り組みの一環として、「ふれあい・いきいきサロン
活動」支援に取り組んでいます。
　今回は、６月から新たに立上がった一応行政区「お
たのしみサロン」の活動をご紹介します。

　現在ボランティア活動をしている、またはボランティ
ア活動をやってみようかな…とお考えの方！安心して活
動していただくために、ボランティア活動保険の加入を
お勧めします。

ボランティア活動中のさまざまな事故による
ケガや損害賠償責任を補償します。

　「おたのしみサロン」は、毎月１回（原則）第２金曜日
に一応公民館にて開催しています。
“誰でも気軽に参加できるサロンで、笑顔になる時間
が増え、顔見知りが増える！サロンの名の通り楽しく
集える場にしていきたい。”と思いの詰まった活動に、
地域からは期待の声が高まっています。

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
「ひろかわ健康隊」養成講座を開催いたします。
　広川町内にたくさんの“健康隊”を増やし、明るく生きがいのある地域づくりに一緒に取り組みましょう！！

保険料は３００円～６９０円
（※内、１００円の助成あり）

【お問い合せ】
広川町社会福祉協議会
（TEL）0943-32-3768

対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢
献する無償のボランティア活動」で、次の①から③までの
いずれかに該当する活動とします。
　①グループの会則に則り企画、立案された活動であること。
　②社会福祉協議会に届け出た活動であること。
　③社会福祉協議会に委嘱された活動であること。

補償内容
ボランティアが活動中の急激かつ偶然な外来の事故によ
りケガをされた場合や、偶然な事故により他人にケガをさ
せたり、他人の物をこわしたことにより法律上の損害賠償
責任を負われた場合に保険金をお支払いします。

日　　程 内　　容

第 1回 9 月 10日（水）
13：30～ 15：30

地域で取り組む生きがい・健康づくりについて
介護予防の必要性と運動の効用（仮称）

第 2回 9 月 16日（火）
13：30～ 15：30 ストレッチ体操・脳トレ体操の指導のポイント（仮称）

第 3回 9 月 30日（火）
13：30～ 15：30

ストレッチ体操・脳トレ体操の演習（仮称）
ひろかわ健康隊の今後の活動について
ひろかわ健康隊養成講座修了証・記念ポロシャツ交付

募集

ボランティア活動保険のご案内広川町いきいきサロン掲示板
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第 52回  福岡県身体障害者
　　　   体育大会が開催されました

広川町老人クラブ連合会
　老人福祉大会が開催されました

　さる 4月 26日（土）福岡県身体障害者体育大
会が、博多の森競技場と春日クローバープラザ・
アリーナ棟にて開催されました。本大会は、選手
の体力の維持・向上とともに、身体障害者に対す
る認識・理解の高揚を図ることを目的に開催され、
今年で52回を数えます。
　『君の夢　はばたけ　今ながさきから』のスロー
ガンのもと、広川町からは7名の選手が出場され、
19名が応援にかけつけました。
　選手はそれぞれ、ソフトボール投げ・アキュラ
シー 5ｍに出場され、金メダル 3個・銀メダル 2
個獲得という素晴らしい成績をおさめられました。
また、ソフトボール投げに出場された田中選手は
県代表として、11月に長崎で開催される全国障害
者スポーツ大会に出場されます。

　さる 6月 6日（金）広川町老人クラブ連合会主
催の第４７回広川町老人福祉大会が、広川町武徳
館にて開催されました。
　福祉大会では、長寿者表彰・永年勤続会長表彰、
演芸くるめにわか振興会　吉谷忠男氏、比佐子氏
ご夫妻の記念講演、文化連盟や自主サークルのア
トラクションが行われ、会場は終始、拍手と笑顔
に包まれた大会となりました。
　「健康で、友愛と奉仕の輪を拡げよう」を大会ス
ローガンとして開催される福祉大会。地域の高齢
者がつながり・ふれあい・健康な生活を送る場と
して老人クラブの活動があることを会員の皆さま
も感じられたのではないかと思います。地域づく
りの場、地域デビューの場として老人クラブで一
緒に活動してみませんか。

～親子の交流と夏休みの思い出作りに参加しませんか？～

父子・母子世帯を対象に
　　　「親子招待会」開催

参加者募集

　　　「親子招待会」開催　　　「親子招待会」開催

日　時／平成 26年 8月 23日（土）

　　　　　午前 8時 00分出発

行　先／大分マリーンパレス水族館うみたまご・湯布院散策

対　象／父子・母子世帯で、中学生以下のお子さんと親

参加費／親　1,000 円　　子（1人につき）　500円

　　　　※当日集金させていただきます。

定　員／ 50人　（定員になり次第締切ます）
申込期間／平成26年8月5日（火）～8月15日（金）まで

申込先／広川町社会福祉協議会（総務 · 地域福祉係）

　　　　TEL 0943-32-3768

▼

記念講演の
　「くるめにわか」
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　さる3月28日（金）、熊本県玉名温泉「つかさの湯」において、介護者のつどいを開催しました。「介護者
のつどい」は、認知症や寝たきりの高齢者、障害をもった方の介護をされているご家族等がつどい、介護方
法や介護での困りごとをひとりで抱え込まずに、同じ思いを抱えている者・経験した者同士が交流し、心と身
体のリフレッシュをするつどいです。つどいでは、日本セラピューティックケア協会（代表：秋吉美千代氏）の
ご協力により、日頃介護で疲れた身体をハンドケアで癒されながら、それぞれの介護体験や介護の思いを語
り合われました。
　また、今回のつどいをきっかけに、時間にしばられる介護の心理的なストレスや、当事者にしかわからない
介護者の心の悩みなど、介護の経験を持つ仲間の会・語り合いの場として、「介護者の会」が発足し、後日、
愛称も決定し、「家族介護者の会　なのはな会」と名付けられました。
　春に咲き乱れ、まわりを明るく元気にする黄色い花。
なのはな会も、野に咲く菜の花のように、介護者や介
護経験者がつどい語り合い、それぞれの生活が明るく
元気になれる会になるのではないかと思います。
　なのはな会では、社会福祉協議会と協働で、毎月、
介護者の語り合いの場「介護者カフェ」を実施してい
ます。介護でお悩みの方、介護の疲れやストレスをリフ
レッシュしたい方、ぜひご参加ください。（介護者カフェ
の開催日は下記をご覧ください）

  お問い合わせ　広川町社会福祉協議会・広川町家族介護者の会“なのはな会”

〒834-0115　広川町大字新代2165番地 1　広川町保健・福祉センターはなやぎの里
〈TEL〉0943-32-3768〈FAX〉0943-32-5530

家族介護者の会
「なのはな会」が発足しました

家族介護教室のご案内介護をしている家族のための
「介護者カフェ」 開催中 　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。

　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
気軽にお立ち寄りください。

平成26年度開催スケジュール
  8／25（月）・  9／29（月）・ 10／27（月）・ 11／17（月）
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

※教室終了後は毎回、講師を囲み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　1階いきいきルーム
時　間：13時 30分～ 15時
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

開催日時 内容／テーマ

9月 11日（木） 介護者のための介護実技①

10月 9日（木） 介護者のための介護実技②

11月 6日（木） 介護を支える・助ける福祉用具

12月 （調整中） お口の健康と口腔ケア実技

1月 29日（木） 認知症ってな～に
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〈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 2月 11日～平成26年 7月 7日

　町民交流センター“いこっと”の１階ロビーに、
「赤い羽根自販機」を設置させていただきました！

♦「赤い羽根自販機」とは…
　飲物を購入すると、その売上の一部が赤い羽根
共同募金に寄付される自動販売機です。
　寄付されたお金は、地域福祉活動や民間社会福
祉施設団体の事業等の充実、発展に有効に役立て
られます。

　広川町まちづくり支援自販機（写真：右）
とともに、みなさまの温かいご理解・
ご協力をお願いいたします。

「じぶんの町を良くする」
自動販売機あります！

◎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
長延下 立山　　隆 スナヲ
長延上 山村　光博 澄　子
長　徳 溝田　愛子 義　夫
太　田 山﨑　義史 公　輔
扇　島 今村　勝己 保　夫
太　田 弓削　壽子 信　雄
当　条 田中　義三 サツキ
長延上 山村ツヤ子 一　成
久　泉 綾戸　節男 ハナヱ
増　永 中島　清隆 セツコ
一　條 渡邉フサヱ 德　助
智　徳 山下　直喜 邦　子
北新代 後藤　正直 里　美
梯 野中トモヱ 永野タネヨ
高　間 中村　正利 フサエ

住所 氏名 故人
智　徳 山下　福美 秀　子
一　條 加藤　正信 緒方サダヨ
古　賀 野村　泰也 一　兄
藤　田 江口　光幸 ヌイ子
川瀬北 石橋　純生 タカ子
川瀬北 黒岩エミ子 清　次
太　田 森　　康典 三　生
牟　礼 麻生　勝喜 スヱ子
太　原 近藤　倫彦 妙　子
吉常下 西村　善之 ナゝヱ
吉常下 中村　暢彦 大　輔
草　場 永野　千鳥 壽　敏
増　永 上野サツキ 紀久雄
太　田 小島イツ子 靖　孝
高　間 中村　康則 トシ子

住所 氏名 故人
太　田 一ノ瀬裕子 光　洋
川　瀬 才所　　彰 榮　助
馬　場 姫野　龍興 峯　子
梯 森　真知子 大森　　人

吉常下 蒲池　　敬 洋　子
太　田 鶴元　正明 ヤヱ子
太　原 丸山　武敏 成　哉
久　泉 綾戸　里美 浩
当　条 野田　清治 タカヲ


