だ れもが 安 心して住 み 続けられる、
ぬくもりがある福 祉の地 域 づくり

那珂川市
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福祉センター
「にこにこ」

笑って健康づくり

参加費

無料

「笑って健康づくり」
では、
レクリエーションや手作業、ためになる講話など、楽しみながら
健康づくりをしています。みんなで一緒に健康になりましょう！どなたでも参加できます。
飲み物やタオル、筆記用具などは各自ご準備下さい。
今後の日程については今後の社協だよりに掲載していきますので、ぜひご覧ください。

６月〜 7 月の予定
時間

１3：00〜１4：00
（集合時間１2：50）

6 月 9 日（木）
内容

講師

鍵盤ハーモニカ
〜楽しく演奏して
介護予防！
王塚台
ぷかぷかクラブ

※ハンドタオル、飲み物をご持参ください。

申込み・問い合わせ

発行

社会福祉法人

場所

各講座とも申し込みが必要です。5 月 9 日
（月）
から受付開始
那珂川市社会福祉センター３階

6 月 23 日（木）
内容

講師

体験！太極拳
〜足腰の血流を
良くする体操〜
福田 勝子 氏

※新型コロナ感染予防の為、定員を15 名にし、
受付時に検温と消毒をお願いしています。

7 月 7 日（木）

7 月 21 日（木）

内容

昔遊び

内容

生活習慣病について

講師

那珂川お手玉の会
ほおずき

講師

那珂川市保健センター・
保健師

※ヒールのない靴でご参加ください。
タオルをご持参ください。

那珂川市社会福祉協議会

那珂川市社会福祉協議会

TEL

092 - 952 - 4565

〒811-1242 福岡県那珂川市西隈１丁目１-２ 那珂川市福祉センター
TEL（092）
952 - 4565 FAX（092）952 - 7321
Mail chiiki@nakagawa-syakyo.jp

※申し込みは本人に限ります。
※内容は変更になる場合があります。

社協が取り組む事業・活動についての詳細はホームページでもご紹介しています。

ホームページアドレス

http://www.nakagawa-shakyo.jp
なかがわ社協

検索

（ 赤い羽根は共同募金運動・配分事業のシンボルマークです。）
社協だよりは一部赤い羽根共同募金の配分金を受けて発行しています。

令和４年度

社会福祉法人
社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
那珂川市社会福祉協議会

地域
福祉係

事業計画

地域福祉活動推進

★ 福祉ネットワーク推進地区支援
ふれあいサロン・子育てサロン支援、
福祉委員長会開催など

★ 心身しょうがい児・者支援
たけのこクラブ、バンブーカフェ、精神保健福祉
講座開催など

★ 福祉出前講座
地域福祉に関する学習など

★にこにこお助けサービス
★ 地域づくり
「地域福祉を考えるつどい」の開催、在宅介護者支援、
ボランティアフェスタ支援、人権フェスタ共催など

★ 福祉教育の推進

生活支援体制整備事業

地域にある様々な活動や支え合いの
発掘・発信など

広報・啓発活動

社協だよりの発行、ホームページの更新など

健康づくりと介護予防

地域福祉活動財源確保

笑って健康づくりなど

日常生活自立支援事業

いきいきリフレッシュ教室
ボランティア活動の推進

社協会員制度の推進

認知症、知的しょうがい、精神しょう
がいなどで判断能力が十分でない方
に対し、福祉サービスの利用、日常的
金銭管理の援助など

成年後見制度啓発

ボランティアの育成、スキルアップ、団体支援、
ボランティア支援センターの共同運営など

手話奉仕員養成講座の開催
福祉センターの機能充実
季節ごとのイベント、おしゃべり広場など

基本方針
那珂川市社会福祉協議会は、第２次那珂川市地域福祉活動計画の基本理念である
「だれもが安心

して住み続けられるぬくもりのある福祉の地域づくり」の実現を目指し、コロナ禍の状況

第１地 域
包括支援
センター

り）
の取り組みを進めるとともに、
「 地域共生社会」の実現に取り組みます。

総務係

生活困難者に対する相談支援

地域福祉活動財源確保

理事会・評議員会の開催

心配ごと相談

福祉バス運行

訪問介護
事業所

配食サービス

災害時の連携・協力体制づくり
福祉避難所準備・運営
災害ボランティアセンター準備・運営
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那珂川市社協だより229号

ホームヘルパーが自宅を
訪問し、食事や排泄など日
常 生 活 上 の 介 護や 入 浴 、
調理や洗濯掃除などの生
活援助を行う。

指定居宅
介護支援
事業所

介護の必要な方ができ
る限り住 み 慣 れた 地 域
で安心して生活すること
ができるよう、介護支援
専門員
（ケアマネジャー）
が 必 要なサ ービスを利
用できるよう支援する。

赤い羽根共同募金運動の推進

資金の相談・貸付

生活福祉資金貸付
つなぎ資金貸付

要支援1・2と認定された方等に対し、高齢者
自身が地域における自立した生活が送れるため
に、介護支援専門員
（ケアマネジャー）
が必要な
サービスを利用できるよう支援する。

認知症に関する相談や支援、地域づ
くりの推進など

様々な団体と協働してあらゆる地域生活課題への対応と地域のつながりの再構築
（包括的な支援体制づく

福祉センター管理運営

地域包括支援センターに様々な専門
職を配置し、介護予防サービス等の
提供を含めた保健・医療・福祉に関す
る相談・支援等に対応

指定介護予防支援事業所

認知症地域支援推進員

を踏まえ、活動計画、法・委託事業計画及び自主事業計画の推進、充実等に努め、地域、住民、行政及び

法人運営

総合相談

相談支援
事業所

障がい福祉サービ
スを利用または検
討されている方の
相 談を受 け 、ご 本
人やご家族と一緒
に困りごとの解決
に必要なことを考
える。

通所介護
事業所

日常生活訓練、送
迎、入浴、食事、健
康チェック、
レクリ
エーション、個別
機 能 訓 練 などの
サ ービ スが 利 用
できる。

詳しくは、
社協ホームページを
ご覧ください

http://www.nakagawashakyo.jp

那珂川市社協だより229号
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生活支援体制整備事業

住み慣れた地域で生きがいを持った暮らし
「互いに
住み慣れた地域で生きがいを持った暮らし
「互いに 支え合い
支え合い 助け合い」
助け合い」

よかね！なかがわ「地域の宝物」ご紹介
〜ふだんの くらしの中にある 何気ないつながり〜

ふだん何気なくしている
「ご近所同士のお付き合い」
や
「仲間との触れ合い」
、自分
のための趣味や健康づくりのための散歩など、実は地域の支え合いや助け合いに
つながっていることを意識したことがありますか？
生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）は、
４年前より地域にある
ふだんのくらしの中にある何気ないつながりを
「地域の宝物」
として注目し、地域へ
出向き、たくさんの支え合いや助け合いを発見しています。今まで１３個の宝物
を市全域の対象者向けの協議体
（情報交換の場）
でご紹介してきました。今回は、令

「西畑ニコニコ倶楽部」

No

15

下片縄区活動
下片縄区活動
「犬と散歩で見守り」

No

16

恵子区シニアクラブ
恵子区シニアクラブ
「お助け隊」

No

17

みんなの茶の間
みんなの茶の間
「てってあんとく」

日課の犬の散歩ついでに地域の見守り
活動を仲間で始めて3年近くになります。
散歩コースは、仲間の自宅を通る道
を中心に、一人暮らしの高齢者や気に
なる人へ訪問したり、外から見守りをし
ています。
【意味づけ】安否確認・健康づくり 他
No

18

仲間と健康づくり
仲間と健康づくり
「公園でおしゃべり」

「できることは仲間同士で助け合い
ましょう」
を合言葉に、専門的な技術を
持つ人を中心に経験豊富な有志のメ
ンバーで構成。シニアクラブの会員を
対象に「ちょっとした困りごと」を解決
しています。
【意味づけ】生活支援・見守り 他
No

19

趣味を活かす
趣味を活かす
「花だんづくり」

無料

終活とは、
「人生のエンディング
（終わり）
を考える活動」
のこと。
自分が亡くなった後のことを考え、お葬式や遺言、相続やお金のことはもちろん、人生のエンディ
ングを考えることで今の自分を見つめ直し、これからの人生を自分らしくよりよく生きるための活
動になっています。
興味はあるけれども、何から始めていいのか分からないという方でも大歓迎！未来を生きるため
の前向きな終活を通して、今後の人生を充実したものにしませんか。
日時

７月５日
（火）
13：
３０〜1５
：
００

講師

終活カウンセラー・行政書士

場所

福祉センター３階会議室

定員

２０名程度

申込み・問い合わせ

これからの西畑区の支え合い活動を
進めていくための有志の区民が集ま
り、ボランティア団体が設置されまし
た。コロナ禍の中でも公民館の草とり
やシニアクラブの食事の提供などを行
いました。
【意味づけ】生きがい・仲間づくり 他

参加費

〜自分らしく、今をよりよく生きるために〜

※詳細は、令和３年度よかね！なかがわ
「地域の宝物」
冊子に掲載しております。ご希望の方は、生活支援コーディネーターまでお問合せください。
No

認知症やしょうがいがあっても、自分らしく住み慣れた地域でこれからも安心
して過ごしていくために、日頃の生活を通して抱えている不安や悩みを法律の
専門職に相談してみませんか？

はじめての終活講座

和３年度の新たな６つの よかね！なかがわ
「地域の宝物」をご紹介します。

14

成年後見制度啓発事業

那珂川市社会福祉協議会

TEL

梅原

美恵氏

092 - 952 - 4565

成年後見制度の講義、個別相談会

〜今後の生活を自分で決めることができるために〜

参加費

無料

成年後見制度は、その人の暮らし方や、医療・サービスの利用、財産の管理など生活を支える
大切な制度です。
認知症やしょうがいがあっても、住み慣れた地域でこれからも安心して過ごしていくために、成年
後見制度のことを学んでみませんか。
また日頃の生活で抱えている不安や悩みを法律の専門職に相談してみませんか。

たとえば、こんなことありませんか？

ずっと夢だった「だれでも立ち寄れ
る居場所」
を自宅の敷地内にオープン
して１年。
手作りのかしわご飯やぜんざい、コー
ヒーなどを提供。オーナーの人柄に惹か
れ多世代の方々が利用されています。
【意味づけ】いこいの場・生きがいづくり 他

那珂川市の
「地域の宝物」
を探して
います！

4

趣味活動を通して仲良くなった長年
のつきあいがある仲間３人組。平均年
齢は83歳。近所の公園で散歩とおしゃ
べりが毎日の日課となり、公園での顔
見知りの方も増えたそうです。
【意味づけ】健康づくり・仲間づくり 他

ご 自 宅 で 育 てた 花 苗 を 持 ち 寄り、
福 祉センター の 花だんづくりを始め
て１年。
定期的に肥料やりや水やりなどもお
世話いただき、福祉センターを訪れる
皆さんの心の癒しになっています。
【意味づけ】生きがいづくり・環境づくり 他

「心の支えになっているつながり」
「 日々の習慣になっているつながり」
「 ちょっと気にかけて取り組んでいるつな
がり」など、皆さんの身近なことで構いません。生活支援コーディネーターが現地まで取材に伺い、詳しい内容
をお伺いし、地域の宝物として情報誌で公開いたします。まずは、下記までお問合せください。

那珂川市社会福祉協議会（地域福祉係）TEL 092 - 952 - 4565（生活支援コーディネーター）

那珂川市社協だより229号

離れて暮らしている高齢の両親の今後を考えると、
どうしていいか分からない。
最近、母の物忘れがひどく、たびたび通帳を再発行している。
父名義の不動産を売却時に、後見人をつけるように勧められた。

日時

講

義

相談会
場所

７月１４日（木）
13：
３０〜1５
：0０

講師

成年後見センター・リーガルサポート福岡支部

７月１４日（木）
1５
：
１０〜1６
：0０

福祉センター３階会議室

公益社団法人

定員

講

義

相談会

申込み・問い合わせ

２０名程度

３組（先着順、相談時間５０分）

那珂川市社会福祉協議会

TEL

092 - 952 - 4565

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、延期する場合もあります。
那珂川市社協だより229号
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社協からのお知らせ

ご寄 付ありがとうございます
地 域 福 祉のために役立てさせていただきます。
（令和4年1月18日〜令和4年4月5日）
一般寄付金

団体・個人の善意によるご寄付

令和3年8月 福岡県豪雨災害義援金

デイリーサポート
（株） 30,000円（2月10日）
デイリーサポート
（株） 30,000円（4月5日）
託児ボランティアなかがわ
「かるがも」 11,000円

福岡県義援金品配布委員に送金し、被災された方々へ
お届けします。
ご協力いただいたみなさまありがとうございました。

ご香典による寄付、故人のご遺志やご遺族によるご寄付

故人名
たに ぐち

し

ま

え

谷口 シマヱ様

20万円

享年

喪主名

92

谷口 治夫様

たに ぐち

井尻

「にこにこ」

福祉センター

5 月・6 月の
の

心配ごと相談

社会福祉協議会では、
「 だれもが安心して住み続けられるぬく
もりのある福祉の地域づくり」
を目指して、いろいろな地域福祉
活動を推進する上で、みなさまからの善意のご寄付は貴重な財
源となっています。

区名

はる お

休館日

月曜日・祝日（土日が祝日の場合は開館します。
）

みなさまには、引き続き感染症対策への
ご協力をお願いいたします。

日常生活上の困りごとの相談を受け付けています。どこに相談したらいいかわ
からない方、まずは、相談してみませんか。
（関係書類等あればお持ちください。）
※原則、弁護士相談は1人1回までです。同じ内容の相談を何度も受けることはできません。

弁護士相談・心配ごと相談

行政相談・心配ごと相談

（水）、
■ 5 月 11 日
18 日（水）
（水）、8 日
（水）、
■ 6月1日
15 日（水）
時

間

申込み
対象者

全て13：00〜15：00
要予約・その週の月曜日から電話受付
定 員 4名 ※定員になり次第締切
市内在住・在勤

（水）
■ 5 月 25 日
（水）
■ 6 月 22 日
時

間

申込み
対象者

那珂川市社会福祉協議会

TEL

092 - 952 - 4565

ご利用できる方（那珂川市在住の方）

65歳以上の一人暮らし、又は、高齢者のみの世帯等で、
しょうがいや病気
などにより調理することが難しい人

食事を作ることが
難しくなった時に、

65歳未満でしょうがいのある一人暮らしの人で調理することが難しい人

配達は、配達員がご自宅まで直接お届けします。

ご自宅 にお弁当 を
お届けします！

「いつもとお変わりがないか」
「具合が悪くなっていないか」
など配達を通して
見守りをしています。
昼食
1 食

10：00〜11：30ごろの間に配達

那珂川市社協だより229号

夕食

15：00〜17：００ごろの間に配達

450円
（配達等にかかる費用は公費で負担しています。）

申込み・問い合わせ
6

500円円

令和4年度

家族の絵

那珂川市社会福祉協議会

TEL

市内の特別支援学級などに通学する小学生を対
象に、学習やレクリエーション活動などを通して、地
域のボランティアのみなさんと交流を深める『たけ
のこクラブ』を今年度も開催予定です！
「たけのこクラブに参加したい！」、
「 たけのこクラ
ブ のボランティアをやってみたい」と思われる方
は、お気軽にお問い合わせください。
みんなで一緒に和気あいあいと過ごし、楽しい
夏休みの思い出を作りませんか？
と

き

ところ

市内小学校の長期休業時7月〜8月に開催予定
いずれも10：００〜15：００まで
那珂川市福祉センター3階（西隈1-1-2）

対象者

市内の通級指導教室に
通学している小学生児童
市内の特別支援学校、
特 別 支 援 学 級に通 学し
ている小学生児童

備

考

事前説明も
行っています！
たくさんの
ご参加お待ち
しています♪

小学生と一緒に楽しい夏休みを過ごしてく
れる高校生以上のボランティアも募集中!!

福祉センターでは、昨
年もたくさん のご 応 募
をいただきました家族の絵を今年も募集します
みなさまの家族の絆をテーマにした暖かい作品
は、福祉センターへ展示させていただきます。
家族の笑顔いっぱいの福祉センターになるよう、
みなさまのご応募お待ちしています！
展示期間

令和４年６月７日（火）から
令和４年9月4日（日）
まで

展示場所

那珂川市福祉センター
「にこにこ」
１階ロビー、
２階和室

テ ー マ

家族の絆

応募期間

令和４年４月２５日（月）から
令和４年５月３０日（月）
まで

応募内容

８切 サイズ の 画 用 紙に家 族 の 絵を自由
に♪画材は各自でご用意ください。

応募条件

他に出展していない作品をご応募くださ
い。年齢は問いません。

申込方法

那 珂 川 市 福 祉 センタ ー「にこにこ」
１階
窓口にて受付
（受付用紙に記入）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催が中止になる
場合もあります。

健康づくり・仲間づくり・生きがいづくり

全て13：00〜15：00
不要
市内在住・在勤

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、中止にさせていただく場合もあります。ご理解、ご協力をお願いいたします。

申込み・問い合わせ

たけのこクラブ

1回あたり
1回あたり

那珂川市福祉センター（那珂川市社協）に設置してお

りました募金箱に入れていただいた義援金 8,936円は

子ども達や福祉のために使ってください。

香典返し寄付金

参加費

令和4年度

092 - 952 - 4565

いきいきリフレッシュ教室
いつまでも元気でいるために、毎回運動を行います！
自分の体力や運動の効果を知るために、定期的に体力
測定を行います！
レクリエーションで、笑顔になる時間づくりを行います！
曜日
月 曜 日
火 曜 日
水 曜 日
金 曜 日

場

見学・体験等、
随時お待ち
しています！

所

恵子教育集会所
片縄第1公民館
北地区公民館
ミリカローデン那珂川
東地区公民館
福祉センター
南地区公民館
保健センター
※年会費が必要です

申込み・問い合わせ

那珂川市社会福祉協議会

TEL

092 - 952 - 4565
那珂川市社協だより229号
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那珂川市

地 域 包 括 支 援 セ ンター

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。
保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー・認知症地域支援推進員等の専門職が、互いに連携しながら、
高齢者本人、家族、地域の方からの相談に対応します。

地域包括支援センターでは、様々な相談支援を行っています。
認知症相談、専門医紹介

認知症サポーター養成講座

介護保険サービス利用

認知症カフェ開催支援

介護予防教室の紹介

声かけ訓練の実施支援

高齢者虐待防止支援

包括出前講座、出張相談会

成年後見制度申立

介護サポーター登録支援

他機関との連携 … など

地域のみなさんとの連携 … など

第1地域包括支援センター
TEL

092-408-9886（西隈1-1-1市役所第2別館1階）

担当
行政区

南畑地区、安徳地区、
岩戸地区のうち西畑・別所・井尻・山田・西隈・後野
相談日時

第2地域包括支援センター
TEL

092-951-1600（片縄北4-2-20大神第3ビル1階）

担当
行政区

毎週月曜日から金曜日 8：30〜17：00

片縄地区、岩戸地区のうち恵子・道善
毎月第3土曜日 8：30〜17：00

〈広告〉

介護保険・障がい福祉サービス事業所 のご案内
那珂川市社会福祉協議会では、介護保険、障がい福祉に関する各種事業所の運営を行っています。
詳しい内容については各事業所にお問い合わせください。

デイサービス

介護保険サービスの相談等

ホームヘルプ

障がい福祉サービスの相談等

那珂川市
社会福祉協議会
指定通所介護事業所

那珂川市
社会福祉協議会
指定居宅介護支援事業所

那珂川市
社会福祉協議会指定
訪問介護・居宅介護事業所

那珂川市
社会福祉協議会
相談支援事業所

TEL

092-952-0883

食事、入浴などの日常生活
上の支援や、機能回復のた
めの訓練・レクリエーション
などを行います。 送迎もし
ています。
送迎の運転手募集中！

TEL

092-951-1440

居宅サービスなどを適切に
利用できるように、心身の状
況・環境・本人の希望などを
もとに、ケアプランを作 成
し、サービス提供事業者との
連絡調整などを行います。

TEL

092-951-1270

ホームヘルパーが家庭を訪
問し、食事や入浴・排泄など
日常生活上の介護や、調理
や洗濯・掃除などの生活援
助を行います。
ホームヘルパー募集中！

TEL

092-951-1440

障がい福祉サービス等の申
請に係る支給決定前に、サー
ビス等利用計画案を作成し、
支給決定後に、サービス事業
者等との連絡調整等を行う
とともに、サ ービス等 利 用
計画の作成を行います。
また、支給決定されたサー
ビス等の利用状況の検証
（モ
ニタリング）を行い、サービ
ス事業者等との連絡調整な
どを行います。

社協だよりにあなたの事業所、団体等の広告を載せてみませんか？
掲載の時期やご相談等は、社会福祉協議会事務局（ TEL 092 - 952 - 4565 ）までご連絡ください。
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