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安心して住み続けられる
地域づくりのために
行政区の公民館で
住民座談会を開催！

　「住民座談会」とは、例えば行政区ごとに住民の皆さまが１カ所に集まって、“地域の現状や課題（良い
ところや困りごと等）を話し合って情報を共有し、地域の将来像を考え合う場”のことです。
　広川町社会福祉協議会では、昨年の 12 月から町内のサロン活動実践地域において、「住民座談会」を
開催しております。サロン活動の現状や、実施する上で抱えられている課題、また日頃のご近所付き合い
の中でお気づきになられた高齢者等の暮らしについてうかがいました。
　日本では、2025 年には団塊の世代が 75 歳以上となり、３人に１人が 65 歳以上となります。
　今日、地域の中では“支える側”と“支えられる側”を分けるのではなく「できる人が、できる範囲で
見守る仕組み」や「見守られ上手な高齢者を増やしていこう！」といった考えが広がってきています。
　これからも、皆さまの声をお聴きして、「住み慣れた地域で、安心した暮らしを継続されるためには、
今後どのようなつながりや、仕組みづくりが必要か」を考え、地域福祉の推進・活動に繋げてまいります。
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　在宅で家族等の介護をされている方を対象に、
介護に関する情報交換や、思いの共有を通して、
心身のリフレッシュを図るとともに、交流の輪を
広げることを目的に開催いたします。ぜひご参加
ください！

● 日　時 / 平成 29 年３月 15 日（水）
　　　　   11 時～ 15 時
　　　　　※はなやぎの里を 10 時に出発します
● 行　先 / 筑紫野　天拝の郷（筑紫野市天拝坂）

　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）

● 対象者 / 広川町にお住いで、家族等の介護を　
　　　　　 している方、介護経験者
● 参加費 / 1,000 円

（参加費は当日、集金させていただきます）
● 申込み / ３月９日（木）までに 下記まで、
　　　　　 お申込みください。

● 問い合わせ先 / 広川町社会福祉協議会
[ ℡ ]0943-32-3768　[fax]0943-32-5530

●認知症の方の居場所作り・なかま作り
　　　　　　　「一日は無理だけど短時間なら・・」
　　　　　　　「家族と一緒なら・・」
●悩みごとの相談・情報交換・孤立予防など
●地域の方との交流の場・暮らしやすい町を一緒
　に考える場など

利用の目的は人それぞれ！

保健福祉センター
はなやぎの里　１階和室

毎月　最終月曜日
13：30～ 15：30

いきいき元気教室

広川町区長会
社会福祉功労者厚生労働大臣表彰受彰

　一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症
の高齢者が増加する中、高齢者等が地域で生きがい
を持ちながら生活を続けていくためには、介護保険
サービスに限らず、民間の関係機関との連携や、一
番身近な地域における柔軟な地域の支え合いのしく
みが必要となってきています。
　社会福祉協議会は、地域住民の皆さまと行政区の
公民館において、具体的なテーマに基づいて、意見
やアイデアを出し合いながら、支え合いのしくみの
創出・充実のための活動につなげることを目的とし
た『地域カフェ』を実施してまいります。
★現在、増永行政区で開催中！
　第１回目は 39 名の参加があ
り、九州大谷短期大学福祉学
科の中村秀一先生にご講演い
ただきました。『地域で支え合
うことの重要性』について皆
さまと学びを深めました。

　平成 28 年 11 月 11 日（金）東京都港区のメル
パルクホールにて開催された、平成 28 年度全国社
会福祉大会におきまして、多年にわたり共同募金運
動の推進に貢献された広川町区長会が、共同募金運
動奉仕団体として社会福祉功労者厚生労働大臣表彰
を受けられました。
　共同募金会広川町支会では、毎年、広川町区長会
に、赤い羽根や啓発チラシなどの配布並びに戸別募
金のご協力をお願いいたしております。
　たくさんの心温まるご協力に改めまして感謝申し
上げます。
　今後とも「じぶんの町をよくするしくみ」として、
地域のさまざまな福祉活動を支援するため、ともに
取り組んで参りたいと思います。

★★開催地域募集中！お気軽にご相談ください★★
●問い合わせ先
 広川町社会福祉協議会（総務・地域福祉係）
[ ℡ ]0943-32-3768　[fax]0943-32-5530

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

暮らしを住民みんなで考える

在宅で介護をされている家族の皆さまへ

「介護者のつどい」 のご案内

“地域カフェ”開催しませんか?

オレンジカフェ

『なのはなカフェ』のご案内
４月24日　Ope

n!

珈琲やお菓子を食べながら交流
を深めましょう！

介護者カフェも今までどおり開催中！

場所

●問い合わせ先／広川町社会福祉協議会
　［TEL］0943-32-3768・0943-32-1175　

日時
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　２月４日（土）・５日（日）の２日間に亘り、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いたしました。作品展は、会員の生きがい・健康づくりと、地域のつながりづくりを目
的に毎年開催をしており、地域でのクラブ活動や趣味活動等において、会員の手で制作された作品（書・絵画・
写真・手工芸など）を展示いたしました。
　本年度は、148 名の会員から、350 点の出品があり、２日間で 337 名という多数の皆様にご鑑賞いただ
きました。作品はどれも、会員の皆様が丹精を込めて制作された作品ばかりで、ご鑑賞いただいた皆様から
は「本当に素晴らしい !!」「また見に来たい !!」という感想をいただきました。また、出品いただいた会員の
皆様も足を運ばれ、制作にかけた思いなどを語られ、この作品展が会員の生きがい・健康づくりにつながっ
ていることを実感いたしました。出品いただいた会員の皆様、また、会場に足を運んでいただいた皆様、本
当にありがとうございました。
　老人クラブは「健康・友愛・奉仕」をテーマにさまざまな活動に取り組んでいます。まずは、会員自身が健康で、
楽しく活動することが大切であり、そのことが地域づくり活動につながっていくと考えております。老人ク
ラブでは、一緒に活動する仲間を募集しております。是非、地域の老人クラブに入会をお願いいたします。

広川町老人クラブ連合会　会長　大竹　正二

の活動をご紹介♪

　今年は水田天満宮に行ってきました。

　『ここが水田天満宮ねぇ』『初めて来たばい』と

喜んでいただきました。

　そのあとは裏の　♡恋木神社♡　でお参り

何をお参りされたのか・・・

いきいき元気教室

　心も頭も体も元気を保ちませんか？　

たくさんしゃべって、たくさん笑って、

楽しみましょう♡
介護予防のための教室です。

　参加される方をお待ちしております。

年の初めは『初詣！』

老人クラブ連合会主催作品展が開催されました

《問い合わせ先》
社会福祉協議会 0943-32-3768
広 川 町 役 場 0943-32-1113
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印刷所　株式会社　佐賀印刷社

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 1,200円 2,400円 1,000円

調理実習室 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

「はなやぎの里」の施設使用料心配ごと相談日のお知らせ

〈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 28 年 11 月 15 日～ 29 年 2 月 6 日

　地域の皆さまが抱える困りごとや日常生活の様々な悩み事
について、相談員がゆっくり相談に応じます。

■対　象 / 広川町にお住いの方
　　　　　　　　　
■利用料 / 無　料

・プライバシーに配慮し、相談内容の秘密は守ります。
・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。

■問い合わせ先
　広川町社会福祉協議会（総務・地域福祉係）
　 【℡】0943-32-3768
　※土曜・日曜・祝日・年末年始を除く

実施日
３/ ８（水）、３/ ２２（水）、４/ ５（水）
４/ １９（水）、５/ １０（水）、５/ ２４（水）

会　場
広川町保健・福祉センターはなやぎの里
２階相談室

時　間 ９時００分～１５時００分

※５月以降の予定は「広報ひろかわ」にてご確認ください。

行政区 親　族 故　　人

川　瀬 山下　昭子様 　正　様

草　場 永野シヅマ様 勝　昭様

久　泉 樋口　信吾様 冴　子様

吉常下 姫野　　昇様 昇　一様

馬　場 甘城　康二様 修　成様

古　賀 野村　泰也様 マサヱ様

内　田 中島タツヱ様 　太　様

吉　里 小椎尾孝夫様 ヨシコ様

吉常下 髙鍋　義久様 義　光様

吉常上 野中　洋太様 佳　之様

増　永 樋口　新一様 玉　江様

長　徳 山下　洋子様 正　治様

吉常上 田中　和夫様 坂田トシヱ様

行政区 親　族 故　　人

鬼ノ渕 野中　一夫様 ミキヱ様

長延下 平田　良水様 チヱ子様

長延上 丸山　清子様 信　文様

長延下 中川原和典様 チヨエ様

増　永 中島　正治様 ハツミ様

増　永 野中　和彦様 正　彦様

長延上 黒木　秀利様 恵美子様

吉常上 田中　稔男様 　豊　様

太　田 渡邉　本和様 アヤ子様

梯 野中千賀子様 己代人様

久　泉 馬　さとみ様 　誠　様

川　瀬 才所　　太様 元　惠様

増　永 鹿野　敏夫様 友野久子様

■入館料金
入浴時間 /10 時 00 分～ 16 時 00 分

はなやぎの里では、ご入浴のほか、マッサージチェア、休憩
室もご利用いただけます。
※石鹸は準備しています。
※就学前のお子さまについては入館無料です。
※休憩室への飲食物の持ち込みは可能です。

■各部屋料金表
はなやぎの里では以下のお部屋をご利用いただけます。予約
状況はお電話でご確認いただけます。

■問い合わせ先
　広川町社会福祉協議会【℡】0943-32-3768

町内の方 100 円

町外の方 200 円


