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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

※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
　QRL→ http://hirokawashakyou.jp

　ボランティア活動とひと口に言ってもさまざまなものがあります。 ボランティア活動をはじめ

る時も、 場所も、 そしてきっかけも違います。 ボランティア活動を通して、 自分の町で、 ま

た社会で起きていることに気づいたり、 出会った人々の生き方から自分の生活を見つめなお

したり…自分らしさを大切にしながら、 ボランティア活動の第一歩を踏み出してみませんか。

あなたのハートが

地域のチカラに変わっています
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平成 26 年度広川町社会福祉協議会事業報告

　平成 26年度は、民間における地域福祉の中核的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、地域住民と連携・協働
して、次のとおり地域福祉の推進に取り組みました。

～住民主体の地域福祉の推進～
　
　地域住民同士のつながりづくりや相互支援を目的
としたサロン活動支援、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やボラン
ティア活動の支援に取り組み、住民主体の地域福祉
の推進に取り組みました。

～在宅福祉・生活支援事業～
　
　介護保険事業、障害者居宅介護事業の更なる充実
に努めるとともに、町受託事業の、配食サービス事業、
いきいき元気教室事業、歯つらつ元気塾事業、生活
管理指導員派遣事業、在宅介護支援センター運営事
業等に取り組みました。

～地域福祉計画策定への参画～
　
　広川町におきまして、「地域の助け合いによる福祉」
を推進するための計画としての「広川町地域福祉計
画」が策定され、平成 27年度から平成 31年度の 5
か年計画で、広川町の地域福祉のあり方や地域福祉
推進のための基本的な施策の方向性が打ち出されま
した。平成 27 年度は、社協では、広川町の地域福
祉計画を踏まえて、住民主体の地域福祉推進の具体
的行動計画として「地域福祉活動計画」策定に向け
て協議を行ってまいります。

～社協の災害対策～
　
　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、社協内において
「社協災害時対応マニュアル策定チーム」を設置し、
マニュアル策定会議、福岡県災害ボランティアセン
ター設置運営訓練などに取り組み、「社協災害時対応
マニュアル」を策定いたしました。
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平成 26 年度資金収支決算

平成 27 年度資金収支予算

～認知症及び介護当事者の支援～
　
　認知症になっても住み慣れた地域で暮らせる仕組
みづくりを推進するため、町受託事業として認知症
地域支援推進員を配置し、認知症理解のための啓発
活動、地域ケア体制の構築を目的とした地域ケア会
議への参画など行政と協働し取り組みました。また、
介護当事者の会との協働による介護教室、介護者カ
フェ、介護者のつどいの開催に取り組み、在宅福祉・
地域福祉の総合的支援に取り組みました。

〈歳　入〉　　（単位：千円）
会費収入 541
寄付金収入 3,030
経常経費補助金収入 24,956
助成金収入 340
受託金収入 47,683
共同募金配分金収入 4,278
介護保険事業収入 58,047
利用料収入 3,284
雑収入 556
受取利息配当金収入 9
経理区分間繰入金収入 21,217
積立預金取崩収入 5,000

合計　　　　　　　  168,941

〈歳　入〉　　（単位：千円）
会費収入 542
寄付金収入 2,900
経常経費補助金収入 25,380
事業収入 2,803
受託金収入 45,194
共同募金配分金収入 5,234
介護保険事業収入 64,071
障害福祉サービス事業等収入 911
雑収入 477
受取利息配当金収入 30

合計　　　　　　　　147,542

〈歳　出〉　　（単位：千円）
人件費支出 97,823
事務費支出 4,010
事業費支出 42,539
共同募金事業費支出 4,832
助成金支出 1,599
負担金支出 226
経理区分間繰入金支出 21,217
積立預金積立支出 3,476

合計　　　　　　　　175,722

〈歳　出〉　　（単位：千円）
人件費支出 101,595
事務費支出 10,937
事業費支出 31,668
共同募金事業費支出 5,934
助成金支出 1,661
負担金支出 226
積立預金積立支出 2,517

合計 175,722
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《問い合わせ先》
社会福祉協議会0943-32-3768
広 川 町 役 場 0943-32-1113

絵手紙教室

の活動をご紹介♪

の活動をご紹介！！

花見と買い物ツアー
　『先生こっち来てぇ～』
　年２回、御手洗先生に来ていただき 絵手

紙教室を開催します。今の時期はうちわや

暑中見舞いです。参考の絵や物を見て涼し

げなうちわが出来上がります。 

　最後の一筆を、競って 

先生におねだりです（笑）
　『4月に花見と道の駅　7月には 100円ショップ』
　桜満開の矢部川沿いへ花見に行きました。4/8 は丁

度花祭りで、近くの立花商事様に甘酒と紅白まんじゅ

うをいただきました。みなさん甘酒は『なつかしか～』

と言われていました。 

　道の駅や１００円ショップでは

『何も買わん』と言いつつ、

見ればあれこれと 

楽しそうに選ばれていました。

いきいき元気教室

デイサービス事業
～活動風景～ ～慰問風景～『じゃが芋まんじゅうは、昔は

よう作りょったたい』‥と会話
が飛び交いながら美味しく出
来あがったまんじゅうに舌鼓
されていました。

七夕飾りに一人一人の

願いを込めて‥！

たくさんの方の協力に
感謝で～す。
有難うございます。

•いつまでも健康で

•家族一同仲良く

•彼氏がほしい

見学、体験利用を随時
受け付ております。
お気軽にご相談下さい。

通所介護事業所
℡ 0943-32-7072

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。
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介護をしている家族のための 「介護者カフェ」開催中

　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。 
介護の合い間に、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。

8/31（月）、9/28（月）、10/26（月）、11/30（月）、
12/21（月）、1/25（月）2/29（月）、3/28（月）

会　場：  保健・福祉センターはなやぎの里 １階 休憩室 
時　間：  14 時から 
対　象：  ご家族等の介護をしている人。
              介護経験者も大歓迎。 
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 

平成27年度スケジュール（8月以降の予定）

～参加者の声～ 
　「介護で悩んでいる時に、介護者
カフェに参加して、他の介護をさ
れている人たちと話をすることで、
自分だけが介護で悩んでいるわけ
ではないんだなと感じた。」 
　「介護者同士だからわかりあえ
る、話せることがあり、気持ちを
リセットできます。」

認知症になっても住み慣れた家で・地域で

笑って暮らし続ける為に、認知症について

正しく知っていただく活動をしています。

　必要な情報提供や支援機関との連携や

調整を行っています。

　認知症についてや認知症の予防につい

て出前講座をいたします。

認知症サポーター養成講座も行います。

お気軽にご依頼ください

　介護や福祉サービスの利用など高齢者

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のみの世帯に家

庭訪問を行っております。

　お気軽にご相談ください。

《相談・依頼先》
社会福祉協議会　在宅介護支援センター
　　　　　TEL0943-32-1175

認知症

在宅介護支援センター 認知症地域支援推進員

私たちが訪問します。

　　　　　　よろしくお願いします。
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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

第 53回福岡県身障者
体育大会が開催されました

　6月 5日 ( 金 ) 第 48回広川町老人クラブ連合会
老人福祉大会が、広川町武徳館にて開催されました。 
　長寿者の表彰や講演会、アトラクションなどが行
われ、たくさんの会員の皆さんで武徳館は埋め尽く
されました。 
　講演では「温か関わり術～親しまれるコミュニ
ケーションの工夫」というテーマで、あそびの工房
もくもく屋事務局長の田川雅規さんから、「老人ク
ラブの活動が地域のつながりづくりや孤立化の予防
につながっている」というお話があり、老人クラブ
の活動があらためて地域づくりに役立っていること
を再認識する機会となりました。 

　4月 26日（日）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 •増強と、身体障害
者に対する認識と理解の高揚を図ることを目的に毎
年開催されています。 
　今年は、広川町から11名の選手が出場され、16
名が応援にかけつけました。 
　選手はそれぞれ、砲丸投げ、ソフトボール投げ、
アキュラシー（※1）に出場され、金メダル 2個 •
銀メダル1個 • 銅メダル2個獲得という素晴らしい
成績をおさめられました。 
　（※1）アキュラシー …フライングディスクを5ｍまたは7ｍ
　先のゴールめがけて10回連続して投げ、その合計枚数で競う。 

登 録 団 体 名 活　動　内　容 登 録 団 体 名 活　動　内　容
子育て支援ボランティア
「 たまゆら」の会 子育て支援・青少年育成 よかよかコーラス隊 コーラス・手遊び等のレクリエーション

おはなしの会「きらら」 おはなし会・読み聞かせ・手遊び 晴  豊  会 舞踊披露

布の絵本「ピノキオ」 布の絵本を通した子育て支援 照  山  会 三味線・尺八・舞踊披露

広川町食生活改善推進会 子どものおやつづくり・男の料理教室等の支援 社会福祉法人 筑陽会
赤 坂 園 ごみ拾い・公園美化・地域清掃活動

お は な し の 会
「 た ま て ば こ 」 絵本の読み聞かせ・おはなし会・手遊び レ ク ダ ン ス レクダンスの披露

日本ボーイスカウト
広 川 第 一 団

アウトドア活動を通した、子どもの規律ある生
活推進・環境美化・交通安全・薬物防止活動 少年補導員広川支部 子どもの防犯意識の向上を目的とした、

防犯カルタの実施

マ ダ ム フ ラ フラダンスの披露
特定非営利活動法人
あ ま つ 古墳公園の美化活動・農業支援等

広 川 テ ー プ の 会
（ 朗 読 ボ ラ ン テ ィ ア ）

広報誌を音訳録音し、
障がい者へテープを配付 藤 堂 輝 瑠 帛 会 民謡の披露

ほほえみグループ
手話ソング・マジック・日舞・コカリナ・
ぴんしゃん体操

アロハ クイーンズ フラダンスの披露

た の し む 隊 日向ひょっとこ踊り 広川太極拳サークル 太極拳演武の披露

長延区里山クラブ 里山保全活動 広川町国際交流協会
H i F Ａ 国際交流の推進・啓発

マウンテン・ハート 詩吟・朗詠・予防体操・脳トレ・笑いヨガ等
NPO法人ボランティアネットワーク
す く ら む 花いっぱい運動・ボランティア活動センターの運営

広川町ボ
ランティア活動センターよかよか登録団体のご紹介

　広川町の地域福祉を支えている“ボランティア活動”。 
下記に掲載している以外にも、趣味活動を通して周りを笑顔にしてくださるボランティアさんが、
町内外にたくさんいらっしゃいます。 
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平成 27 年度

地域サロンレクリエーション研修会

＝開催日程＝ 
【第１回目】 ８月  6 日（木）13時 30分～ 15時 30分 
【第２回目】 ８月 11日（火）13時 30分～ 15時 30分 
【第３回目】 ８月 18日（火）13時 30分～ 15時 30分 
【第４回目】 ８月 25日（火）13時 30分～ 15時 30分   
＝会　場＝  町民交流センター『いこっと』２階大研修室（全面） 
＝対象者＝ 地域サロンスタッフ・今後地域サロンのスタッフとして
　　　　　  活動予定の方 
＝申込先＝ 社会福祉法人 広川町社会福祉協議会
　　　　　 [ 総務・地域福祉係 ] 
      　　　 [ ℡ ]0943-32-3768 [Fax]0943-32-5530

～ ご案内 ～ 
健康維持・介護予防の観点から、各地域のサロン（寄り合い活動）で
取り組まれているレクリエーション。今回は、健康レクササイズイン
ストラクター黒田氏を講師にお迎えし、誰でも参加できるミニレクリ
エーションとご家庭でも気軽に取り組むことができる健康体操を教え
ていただきます。地域サロンに参加される方が、“わくわくニコニコ”
できるメニューをたくさんご紹介いただきます！今後サロンの立上げ
を考えられている皆様も、ぜひご参加ください！

講師 

黒田　幸子 氏 
（健康レクササイズインストラクター）

すぐに実践できる !

ミニレクリエーション と  
健康体操 を

　　　　　ご紹介します！！

父子・母子世帯を対象に

　『親子招待会』を開催します！
親子の交流と夏休みの思い出作りに参加しませんか？
日　　　時／平成27年 8月 22日（土）　午前8時 15分出発
行　　　先／長崎県大村市　おおむら夢ファーム シュシュにて
　　　　　　ソーセージ作り体験 ・ カステラの心泉堂工場見学
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27年8月4日（火）～8月14日（金）まで
申　込　先／広川町社会福祉協議会　総務・地域福祉係
　　　　　　TEL０９４３－３２－３７６８
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印刷所　株式会社　佐賀印刷社

◎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

〈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27年 2月 10日～平成27年 7月 9日

住　　所 氏　　名 故　　人

牟　礼 江口惠美子 通　敏

古　賀 稲員　稔充 ヨネ子

当　条 野田　俊作 ヤス子

古　賀 稲員チトシ 哲　雄

内　田 井上　友次 カツヨ

鬼ノ渕 樋口サツキ 芳　明

六　田 塚園さかし 安　雄

久　泉 緒方　　強 ハマノ

一　條 中嶋征四郎 カツヱ

高　間 田中キヨ子 　　實

太　原 丸山クミヱ 春次郎

吉常下 中村　一孝 一　義

久　泉 平田　敏彦 マサヱ

太　田 鶴　ヨシ子 典　夫

扇　島 藤島　直美 絹　子

長　徳 本司　知行 五　月

川　瀬 佐藤　純子 山下トシエ

住　　所 氏　　名 故　　人

当　条 野田サツ子 義　則

古　賀 稲員　宏子 フミエ

智　徳 山下　恭二 秀　子

久　泉 綾戸　光義 シカヱ

久　泉 古賀　哲一 松　枝

川　瀬 大石　哲也 志津子

太　原 丸山　和子 勝

長延下 野中　真弓 茂　弘

一　応 川口　　直 環

藤　田 河村　光子 晃　平

増　永 井上　久生 幸　子

長　徳 蒲池セイ子 定　生

梯 木下志保子 ユクヱ

長延下 中川原政子 弘毅　トリエ

長延下 梅本　　隆 千　代

吉　里 久保田康稔 康　代

一　條 野田　　賢 貞　俊

ボランティア活動保険のご案内

　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。

保険料は 
　３００円 ～６５０円 
　　※内 100円の助成あり

【お問合せ】 
広川町社会福祉協議会 
☎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
ボランティアがボランティア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。 

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。


