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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

　近年、少子高齢化や核家族化、過疎化が急速に進み、ホームレス等経済的困窮や孤立死、ひきこ
もり等、地域が抱える課題は複数多様化しており、改めて地域のつながり・絆の重要性が見直され
ています。
　現在広川町内 18 カ所で実施されている住民主体の地域サロン活動は、福祉活動の拠点として大き
な役割を果たしています。
　1 月27 日・28 日に本会で開催いたしました地域サロンレクリエーション研修会では、今、全国的に
広がりを見せている「コミュニケーション麻雀」の活用法を学びました。コミュニケーション麻雀は、
あそびを通して気軽に集い会話や交流ができるとともに、手指を動かし脳を刺激することで介護予防
につながると、地域のサロン活動に限らず介護の現場においても期待が寄せられています。

※携帯のカメラで読みとってください
広川社協ホームページQRコード
URL→ http://hirokawashakyou.jp

コミュニケーション麻雀とは？

　麻雀はかつて、生涯学習や福祉の場
において遊戯的なイメージから講座と
しての開催は敬遠されていました。 現
在では、「吸わない」「飲まない」「賭
けない」健康のための“ 健康麻雀 ”
として、麻雀が見直されています。 
　コミュニケーション麻雀は、東北で
の震災後、仮設住宅等での孤立防止の
ために、子どもから高齢者までが揃う
場での多世代交流のツールに…等々、
幅広く活用されています。

人とつながる・地域とつながる〝あそび〟の力、再発見！！

コミュニケーション麻雀講習会を開催

牌の大きさは

タワシサイズ。

リハビリに丁度

良い重さ！
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いきいき元気教室

デイサービス・ホームヘルパー事業

赤い羽根共同募金へのご協力 
心から感謝申しあげます

赤い羽根共同募金は、私たちのまちで役立てられています

　毎年、10 月 1 日から 12 月 31 日にかけて実施しております『赤い羽根共同募金』に、今年も多くのご
協力をいただき、誠にありがとうございました。深く感謝申し上げます。平成 26 年度に皆様からお寄せい
ただきました募金の総額は 6,240,752 円でした。
募金は福岡県共同募金会の配分委員会において審議され、約 77％が広川町社会福祉協議会に配分され、地
域福祉事業や地域福祉活動団体の活動費として活用されます。

平成26年度 赤い羽根共同募金運動実績報告

● 戸別募金 3,714,900円

● 街頭募金 33,554円

● 法人・企業募金 916,000円

● 資材活用募金 221,466円
　（クオカード・図書カード・バッジ・ボールペン）

● 団体・個人募金 1,175,976円

● 自動販売機募金 117,328円

● その他募金 61,528円
　 （募金箱・ポロシャツ ）

合　　　計 6,240,752円
今後とも赤い羽根共同募金運動へ、ご理解・ご協力
を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

皆様からの温かいご協力が、人や地域の夢・願いを叶える懸け橋になります。
支え合う気持ちを大切に… そんな思いを胸に今後も共同募金運動に取り組んでまいります。

私たちのまちの福祉活動に…

福祉情報の発信に…

子どもたちの健やかな成長に…

地域の公民館を拠点とした「ふれあい・
いきいきサロン」支援は、個人の介護
予防・生きがいづくりに留まらず、地域
の見守り活動へと発展しています。

広報誌「社協だより」を発行し、皆様に
身近な福祉に関する情報を定期的にお
届けするほか、今年度から“いつでも・
どこでも・気軽に“情報が閲覧できる、
本会のウェブサイトを開設しています。

毎年町内の小学５年生を対象に、教育読
本「ともに生きる」を配付しています。
また、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。

届けするほか、今年度から“いつでも・
どこでも・気軽に“情報が閲覧できる、

いきいきサロン」支援は、個人の介護
予防・生きがいづくりに留まらず、地域

また、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。
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いきいき元気教室

デイサービス・ホームヘルパー事業

成田山へ初詣 楽しみなリハビリ

1 月下旬に初詣に行きました。
　裏まで車で行って、本殿まで上がる方、下から
お参りする方それぞれです。みなさん 何をお祈り
されたのでしょう。もちろん『健康長寿』ですよね。
　お参りの後はお守りを買ったり おみくじを引い
て『何ち書いてあるの？』と見せあいっこされて
いました。
　もう一つの楽しみは 売店でのお買い物。レジは
長蛇の列でした。
　次回は 4月に花見外出を
予定しています。

『先生 また来ての～』
　毎月 姫野病院の理学療法士の方に来てい
ただいています。ユーモアを交えての専門
的なお話とリハビリ。とても楽しいひと時
です。参加の皆さんも職員も笑顔満開です。

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

の活動をご紹介♪

のご紹介♪

心も体も元気を保ちませんか？ 参加される

方をお待ちしております。

今年も、利用者様と一年の無病息災を願って掛け声と
ともに用意されたお手玉を豆代わりにして投げました。
職員扮する鬼や福が登場して居室内は大きな笑声に包
まれました。早く温かい春が来ますように……

見学、体験利用を
随時受け付けて
おります。お気軽
にご相談下さい

訪問介護　サービスでは…デイサービス・節分行事の様子…
☆住み慣れた自宅・地域で安心して
　暮ら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。

お問い合わせ
通所介護事業所
TEL0943-32-7072
訪問介護事業所
TEL0943-32-7071

お気軽に
ご相談下さい
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No. 法　人　名

1 （株）中村組

2 原島工務店

3 水田自動車整備工場

4 （株）シーマコンサルタント

5 （株）猪口建設

6 介護老人保健施設舞風台

7 グループホーム舞風台

8 （有）原野製茶本舗

9 水車そば さかせ

10 （有）史祥建設

11 鹿田ふとん店

12 鹿田建設

13 姫野歯科医院

14 鍋田製茶

15 広川くだもの村

16 はら歯科クリニック

17 樋口工業（有）

18 広川マーケット

19 丸山製材所

20 裁頭自動車整備工場

21 高鍋タオル（株）

22 タナカ自動車整備工場

23 山村かすり工房

24 立山プロパン（有）

25 （有）坂田織物

26 合原内科医院

27 華

28 銀杏の木

29 辻自動車整備工場

30 広川通信（株）

31 （株）広建

32 野中ストアー

No. 法　人　名

65 馬場桐板店

66 麻生商事（株）八女工場

67 江口自動車工業（株）

68 （有）友野建設

69 はまさき歯科クリニック

70 鶴仏壇工芸　仏匠

71 （有）角田瓦工業

72 有限会社料亭扇屋

73 野田自動車

74 （有）中村ゴム通商

75 （株）鹿田産業

76 新栄建材工業（有）

77 こうちゃん

78 八女カイセー（株）

79 稲員折箱店

80 久保田京染店

81 （有）筑後車輌

82 西日本新聞エリアセンター（有）

83 五反田医院

84 三富（株）菓子

85 セブンイレブン川瀬店

86 國崎内科医院

87 医療法人広川病院

88 田中不動産

89 ジェミニオート筑後株式会社

90 株式会社ベストコンサル

91 ベルエアマックス広川店

92 風月フーズ（株）

93 西日本パブリック（株）

94 創価学会

95 江本ニーアンドスポーツクリニック

96 日之出紙器工業（株）

No. 法　人　名

33 立山モータース

34 （有）タイガーコーポレーション

35 スマイル歯科

36 （有）野中建設

37 グリーンランドリゾート（株）

38 河野建設

39 九州繊工（株）

40 渡辺製材所

41 （有）大宝自動車

42 （株）野村産業運輸

43 丸山祐蔵建設

44 居酒屋ひろし

45 シティハウス

46 アサヒポーター（有）

47 渡邊材木店

48 （株）カネガエ

49 （有）陽星

50 渡辺重機（株）

51 （有）広川衛生社

52 有限会社馬場組　代表　馬場栄子

53 馬場グリコ牛乳販売店

54 サラダ館広川店

55 ヤマダ電器

56 大泉

57 白谷歯科医院

58 マミーズ広川店

59 大塚整骨院

60 ちぢわ耳鼻咽喉科

61 肉の大橋

62 鹿田グラビア（有）

63 あららぎ歯科医院

64 ファミリーマート広川久泉店

平成26年度　法人・企業募金寄付者
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No. 法　人　名

97 ラポール広川店

98 特別養護老人ホーム若久園

99 マキトゴルフガーデン

100 馬場病院

101 フジホーム株式会社

102 稲冨歯科医院

103 （有）日星商会

104 久留米工業技術専門学校

105 横田病院

106 特別養護老人ホーム彌栄苑

107 野村秀機測量登記事務所

108 （有）モビックシゲノ

109 蒲池医院

110 肥後橋整骨院

111 よらんの

112 ファッションハウスやました

113 （有）蒲池自動車

114 田中測量登記事務所

115 株式会社蓮華舎

116 みやた眼科　宮田啓明

117 筑後信用金庫広川支店

118 三和住宅

119 聖光測量設計（株）

120 医療法人八女発心会

121 （有）松木石油店

122 （株）若大将

123 デオデオ広川店

124 緒方仏心堂

125 こやま歯科医院

126 建設サービス（株）広川作業所

127 アズ広川店

128 （有）オオヤブ

No. 法　人　名

161 原田　亮（株式会社アシュランス）

162 岡　伍平商店

163 株式会社三和屋

164 有限会社平川出光プロパン

165 国際ソロプチミスト八女

166 広川中核工業団地連絡会

合　計　916,000 円

No. 法　人　名

129 タカ電気工業有限会社

130 （有）丸の内建設

131 石崎自動車販売

132 立石工務店

133 （有）広川鉄筋工業

134 協和重機工業

135 室園税理士事務所

136 野田眞木雄餅店

137 山下歯科医院

138 野田建設（株）

139 飯田産業（株）

140 山下自動車

141 山下樹脂工業（株）

142 山下工業（有）

143 大鵬繊維工業（株）

144 岩屋モータース

145 エレックスきむら

146 野口電器

147 （有）渡織

148 （株）新屋硝子アルミセンター

149 赤坂園

150 吉永商店（株）

151 サングリーン

152 （株）たかやま

153 吉田木型製作所

154 （株）ケイティライン

155 （株）鹿毛製作所

156 前田道路（株）

157 八女広域シルバー人材センター

158 JA ふくおか八女広川支店

159 のぞえ風と虹

160 株式会社大窪商店
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広川町老人クラブ連合会作品展

　２月７日（土）・８日（日）に、広川町老人クラブ連合会主催の作品展を、保健・福祉センター
はなやぎの里で開催しました。この作品展は、老人クラブ会員が丹精を込めて作られた作品の数々

（書・絵画・写真・手工芸・盆栽など）を展示し、老人クラブ会員の生きがいと健康づくり、作品
を通じた地域住民同士の交流を目的として開催をしています。
　本年度は、出品者１１２人、出品点数２４３点の作品が出展され、二日間で３５５人の来場者が
あり、多数の皆さんに老人クラブ会員の力作を鑑賞いただきました。
　老人クラブの活動は、地域の高齢者の生きがいづくりや健康づくり、そして地域づくりそのもの
です。趣味や楽しみを通じて一緒に活動する仲間を募集していますので、是非老人クラブへの加入
をよろしくお願いいたします。

広川町老人クラブ連合会 会長 
弓削末芳

（左：第一生命保険株式会社久留米支社支社長、右：社会福祉協議会会長）

　去る１月 15 日（木）一般財団法人生命保険協会福
祉協会（会長：山口秀樹様）から、広川町社会福
祉協議会に福祉巡回車（三菱ｅｋワゴン）を寄贈
いただきました。生命保険協会および地方生命保
険協会は、加盟各社職員の皆様の募金協力により、
地域福祉の向上に寄与することを目的に、地域巡
回用の軽自動車を、毎年、福祉団体等に寄贈をさ
れてあります。 
　今回寄贈いただきました福祉巡回車は、広川町
の地域福祉推進のために各種事業で活用させてい
ただきます。

ひとりで悩みを
　抱え込んでいませんか ?
『心配ごと相談』は、あなたの「心配ごと」を
　相談員がゆっくりお伺いいたします。

【相 談 日】 3／ 4 ・ 3 ／１８ ・ 4 ／１
　　　　　4／１５ ・ 5 ／１３ ・ 5 ／２７

5月以降の予定は「広報ひろかわ」にて、ご確認下さい。

【受付時間】 9時００分～15時００分
【場　　所】 広川町保健・福祉センター
　　　　　 はなやぎの里２階相談室

お電話での相談も
受付けております。
お気軽にご相談ください。

※急を要する場合や受付時間以外の相談は、
　下記事務局までご連絡ください。

【お問い合わせ】
広川町保健・福祉センターはなやぎの里
☎０９４３－３２－３７６８

一般社団法人生命保険協会から

福祉巡回車寄贈
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家族介護教室を開催しました

介護をされている家族の皆様へ

　　　　「介護者のつどい」を開催します！

「介護者のつどい」は、家族等の介護をしている介護者が、悩みや不安を本音で語り合い、
情報交換・心身のリフレッシュ、思いの共有を目的としたつどいです。是非、ご参加ください。

日　時 ： 平成 27 年3月 27日（金） 11 時～ 15 時 ※はなやぎの里を10 時に出発します。
会　場 ： カルナパーク花立山温泉（朝倉郡筑前町上高場）

対　象 ： 広川町在住で、家族等の介護をしている方、介護経験者

内　容 ： 1. 講演　テーマ「介護者の心と身体を癒すハンドケア（仮称）」
　　　　　 　　　講　師　日本セラピューティック・ケア協会　代表　秋吉美千代　氏

　　　　 2. 心と身体のリフレッシュ！！（会食・懇談・入浴）

参加費 ： 1,000 円（食事・入浴料等すべての費用を含みます。）

申込み ： 3 月 19 日（木）までに下記までお申し込みください。

お問い合わせ ： 広川町社会福祉協議会 総務・地域福祉係

　　　　　　[tel] 0943-32-3768 [fax] 0943-32-5530

　　　　　　[mail] hirokawashakyou@tempo.ocn.ne.jp

主　催 : 広川町社会福祉協議会／家族介護者の会なのはな会

　“介護者カフェ”は、ご家族で介護されている
方々のための、ひとやすみカフェです。
　ご家族での介護の合間に、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、在宅介護の相談員によ
る相談も行っております。ゆっくりお話をお伺い
いたしますので気軽にお立ち寄りください。

と　き ： 平成27 年3 月30 日( 月)
場　所 ： 広川町保健・福祉センター
　　　    はなやぎの里1 階
時　間 ： 14 時～15 時までの
　　　　 お好きな時間においで
　　　　 ください。
参加費 ： 無 料

介護者カフェで、

 ひとやすみ。

　平成 26 年 9 月～平成 27 年 1 月にかけて、家
族介護教室を開催いたしました。家族介護教室は、
現在、家族等の介護をしている人、これからの介
護に備える人、介護を学びたい人等を対象に、介
護の知識や技法の習得、介護者同士の情報交換・
交流を目的として開催している教室です。
　今年度は、介護当事者が学びたいこと聞きたい
ことをテーマに、介護実技・福祉用具・口腔ケア・
認知症について学びました。
　教室終了後は、講師と参加者の情報交換・交流
の場として「介護者ビュッフェ」を開催し、教室
では聞くことができなかった介護の疑問や情報
を、講師を交えて交換されました。
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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 11月 12日～平成27年 2月 9日

◎お問い合わせ
　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）
100円
（入浴料含む）

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
一　條 久保田春幸 マサミ
長　徳 蒲池　光子 孝　弘
古　賀 大神　弘義 野村　正弘
一　応 田中トモエ 弘　見
小椎尾 中村　福雄 キミ子
一　條 渡邉　安博 武　男
長　徳 前田　敏博 緒方マツヨ
川　瀬 原田　享純 綾　子
一　條 久保田準二 一　枝
長　徳 津留カヲル 泰　道
六　田 進　　紀子 野中　房美
緑ヶ丘 齋藤真由美 兼　育
扇　島 郷田　至誠 キヌエ
当　条 熊添　絹代 明　吉
日常下 重松シツカ 義　喜

住所 氏名 故人
緑ヶ丘 古賀　幸子 敢
長　延 丸山　國夫 榮
長　徳 野中　文雄 ミツル
智　徳 馬場美知子 誠
六　田 鹿田　英典 幸　子
久留米市 近藤　久実 春　雄
愛知県岡崎市 近藤　義春 ヤスヱ
長延上 近藤　安男 カツヱ
古　賀 加藤田淳一 カズエ
長延下 萩尾ヨシヱ 幸　子
当　条 田中　梅雄 スナエ
長　徳 野中　俊夫 文　雄
内　田 姫野　弘喜 ヒサミ
六　田 鹿田　繁幹 秀　介
久　泉 馬場　利幸 秋　吉

住所 氏名 故人
川　瀬 米加田　洋 岡　みち子
扇　島 野中ヨシ子 幸　雄
長延上 辻　　啓子 益　次
吉常上 萩尾　圭子 キヌヱ
吉常下 野中美矢子 キミヱ

久留米市
田中八千代
石橋ゆかり

広川町一條
萩野喜美子

吉　里 久保田博子 幸　好
逆瀬谷 田中　健一 秀　夫

　民謡藤堂流 藤堂輝若率いる民謡ボランティア
と、ボランティア活動センターの協働チャリティー
企画として「よかよかコンサート」を開催いたし
ます！

【とき】2015 年 3 月 18 日（水）
　　　 13 時00 分受付開始／13 時30 分開演

【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

【入場料】500 円
　※収益の一部は地域福祉・ボランティア活動の推進　
　を目的に「赤い羽根共同募金」に寄付されます。

【チケット取扱い・お問い合わせ】
　　広川町ボランティア活動センターよかよか
　　〒 834-0115 八女郡広川町大字新代 2165 番地 1
　　広川町保健・福祉センターはなやぎの里 2 階
　　TEL 0943-32-7073  FAX 0943-32-7074

民謡ボランティア＆ボランティア活動センター協働企画

よかよかコンサート


