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申込申込

必要必要

ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。 
詳しくはお電話ください。

092-951-1270TEL

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までご連絡ください。
那珂川市社会福祉協議会 事務局 　  092-952-4565TEL

参加費参加費

無料無料

地域福祉を考えるつどい地域福祉を考えるつどい第１８回

耳の聞こえない人が生活の中で困ること。
その中の一つが「電話をかけたいとき」
耳が聞こえないと電話で会話ができないので、病気や事故で助けを求めたくても、電話で伝えることができません。

耳が聞こえなかったり、話すことが難しいため、電話ができない人が、携帯電話やスマートフォンで１１９番通報が
できる仕組み（「Ｎｅｔ１１９」）ができ、全国に広がっています。
そのシステムを発案したのは、地元の消防署である春日・大野城・那珂川消防本部。
今回のつどいでは、当時のリーダーであった元指令課長  因幡様をお迎えし、
聴覚しょうがいのある人とともに作った「ＳＯＳカード」、そのアプリ化することでスマホを使った通報を実現する
ために奔走した体験をお話しいただきます。

９月２４日（土）１３：３０～１５：３０日 時

ミリカローデン那珂川多目的ホール場 所

申込み・問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

しあわせのしあわせの

たねたね

「しあわせのたね」（社協会費）はこのような活動に使われます！

福祉ネットワーク活動1

社協会員啓発2

推進期間推進期間 9月30日9月30日７月１日７月１日

を募集します！を募集します！
　社協は、「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」の実現を目指し、住民のみなさんとともに活動しています。みなさんから寄せられた
「しあわせのたね」 （社協会費）が地域の人がつながり、助けあい、支えあいの福祉活動を
支えています。みなさまのご協力をよろしくお願いします。

ふれあいサロン　
地域のみなさんが
公民館などに集まっ
て交流を楽しむこ
とができる憩いの
場です。

子育てサロン
地域の公民館など
に親子が集まり、ふ
れあいを通して友
達づくりや子育ての
話ができる場です。

見守り活動　
一人暮らし高齢者、
高齢世帯等へ定期
的に安否確認や声か
けをする活動です。

福祉ネットワーク
推進委員会
その地域で取り組
まれている活動や
地域で起こった出来事をみんなで情報共有し
ながら一緒に考え、話合える場所です。

社協会員の啓発や福祉ネットワーク
活動の研修会開催等のために使わ
せていただ
いています。

福祉バス運行3
福祉団体や行政区の育成会、小学校
行事やＰＴＡ活動等幅広く利用され
ています。

心配ごと相談4
心配ごと相談員等に生活の不安や悩
みや心配ごとなどを相談できます。
無料弁護士相談
第１～３水曜日
（要相談）

次のページでは昨年度の実績・募集の流れをご紹介！

社協会費

●託児料500円
●先着4名

講 師 一般社団法人 日本消防・防災支援機構 
代表理事
因幡　敏幸 氏

申込必要
託児あり

社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所

●パートタイム職員
●介護職員初任者研修　修了者
　（介護福祉士を持たれている方　あれば尚可）

〈広告〉

ヘルパー募集！！ ～一緒に働きませんか？～
募集
内容

なにが
起こったん
だろう…

救急車を
呼びたいけど

どうやって呼ぼうか…

どうする？ １１９番
耳の聞こえない人の

緊急通報

あなたを守る 消防・防災支援

手話通訳
あり

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
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サロン・子育てサロン写真館P2

生活支援体制整備事業のご案内P3

地域包括支援センターのご案内P4

在宅介護者支援事業のご案内P4

ITUKOKO部 開催のご案内P5

バンブーカフェ 開催のご案内P5

社協会費 しあわせのたね募集P1

7月・8月の心配ごと相談P６

笑って健康づくりP6

福祉センター「にこにこ」P7

那珂川市福祉センター施設紹介P7

地域福祉を考えるつどいP８

指定訪問介護事業所のご案内P８

ご寄付のお礼P６

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。（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。）

発 

行 〒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
　　（092）952-4565　　　（092）952-7321
　　chiiki@nakagawa-shakyo.jp
TEL
Mail

FAX

社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会 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。

http://www.nakagawa-shakyo.jp
ホームページアドレス

なかがわ社協 検索
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①各行政区の「福祉委員長」
を通じて、社協が会員募
集のお願いをします。

③いただいた会費は区で
まとめられ社協に納入
されます。

社 協

②区長さん、組長さん、班長
さん、福祉委員長さんな
どから会員募集のお願い
がありますので、ご協力
をお願いします。

④地域の福祉活動に使われ
ます。

しあわせのしあわせの

たねたね を募集します！を募集します！社協会費

●普通会員
●賛助会員
●特別賛助会員
●特別会員

（1口）500円
（1口）1,000円
（1口）5,000円
（1口）10,000円

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・

・・・・・・・

※口数の制限はありません。
※団体や企業のみなさまのご加入も大歓迎です。

お住まいの行政区（地域）

　ご協力いただいた社協会費は、お住まいの地域福祉活動の財源となります。
　ご加入につきましては、福祉委員長さんをはじめ、区長さん、区役員のみなさんなどのご協力を得て、

毎年会員加入のお願いをさせていただいております。

〈地域福祉活動推進事業〉
★福祉ネットワーク活動

★心配ごと相談
★福祉バス運行

〈調査・研究事業〉
★広報・宣伝費
★会員募集

●福祉ネットワーク活動助成金
　

●研修費用（講師謝金、消耗品費）
●活動事務費（印刷費用、通信費）

（　　　　　　　 ）ふれあいサロン、
見守り活動、子育てサロン

令和３年度の支出内訳令和３年度の支出内訳

募集の流れ

生活支援コーディネーターが地域へお伺いします！
「自分の地域のつながりを深めたい」「もっと詳しく支え合い活動のことを知りたい」「地域を元気にしたい」など。
年齢・対象は問いません。役員会や団体やサークル、仲間同士の集まりの場等の勉強会、研修など、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）　  092-952-4565（生活支援コーディネーター 神田・亀井）TEL

あなたのまちの 「生活支援コーディネーター」

生活支援体制整備事業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 支え合い 助け合い」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 助け合い」

　いくつになっても住み慣れた地域で、生き生きと笑顔で暮らし続けるために、
那珂川市は住民主体の支え合い活動を広げています。この度、互助を中心とした
「互いに 支え合い 助け合い」の地域づくりにおける生活支援体制整備
事業について説明会を開催することになりました。コロナ禍の今だからこそ、地域
づくりについて改めて、つながることの大切さを皆さんで共有できたらと考えて
おります。
　お誘いあわせの上、ご参加お待ちしております。

市内には、３１地区のサロンと１３地区の子育てサロンがあります。
サロンにおじゃました時の様子をお伝えします。

出前講座
受付中

「顔見知りが 笑い合い 世話し合う みんなの輪」
～これからの那珂川市の支え合いを考える情報交換の場～参加者募集！

令和４年 ７月２２日（金）１３：３０～１５：００開催日時

那珂川市福祉センター３階場　　所

対　　象

４０名程度  ※定員になり次第締め切ります。定　　員

「那珂川市の支え合いのかたち」内　　容

第１層
協議体募集会員と会費

地域づくりに関心のある住民の方々をはじめ、地域の主な活動に関わり
のある方（区長・区活動関係者・公民館活動関係者・民生委員・福祉委員長・
サロン支援者・学校地域コミュニティ関係者・PTA関係者・NPO法人・関係
機関・ボランティア団体組織・公共施設関係者・民間企業など）その他、
那珂川市の支え合い活動に興味がある方　など。

全国で進めている互助を中心とした生活支援体制整備事業の那珂川市の取り組みについて説明致します。
特に、地域に関わる活動者の皆さんにとって、これからの活動のヒントになる情報が満載です！

●生活支援体制整備事業について（協議体・生活支援コーディネーター）
●那珂川市の取り組み（体制）について
●意見交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など。

サロン・子育てサロン写真館サロン・子育てサロン写真館

▲ダーツ大会を行いました！ ▲歴史地図の紹介がありました！ ▲野菜のスタンプで遊びました！

地域福祉活動
推進事業
70％

地域福祉活動
推進事業
70％

調査・研究事業
30％

調査・研究事業
30％

●普通会員
●賛助会員
●特別賛助会員
●特別会員
●区一括

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

1,006,500円
198,000円
25,000円
30,000円

1,834,600円

みなさまからたくさんの
会費をお寄せいただきました。

令和３年度の実績
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地地域域包包括括支支援援セセンンタターー那珂川市

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らせる地域社会を目指して

認知症になっても安心して暮らせる那珂川市をめざして、 
「認知症地域支援推進員」は活動しています。 

第1地域包括支援センター

認知症
サポーター
養成講座

092-408-9886（西隈1-1-1市役所第2別館1階）TEL

第2地域包括支援センター
092-951-1600（片縄北4-2-20大神第3ビル1階）TEL

毎週月曜日から金曜日  8：30～17：00　毎月第3土曜日  8：30～17：00相談日時

片縄地区、岩戸地区のうち恵子・道善担当
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

担当
行政区

地域の方に身近な病気として認知症
を理解していただく活動を行います。
「認知症サポーター養成講座」や「声か
け訓練」、「出前講座」等で、認知症に
ついての正しい理解や関わり方、認知
症予防などの普及活動を行い、地域
みんなで認知症の方を支える地域づ
くりのお手伝いをします。

認知症について正しく理解し、地域の中で認知症の人や家族を温かく見守る
応援者「認知症サポーター」を養成する講座です。

認知症の方が、自宅で少しでも長く
暮らせるお手伝いをします。
認知症の方やその家族の状況に応じ
た適切な医療・介護サービスなどの利
用支援や地域活動の参加なども調整
します。また、地域活動（認知症カフェ
など）の支援も行います。

認知症についての相談支援を行い
ます。
もの忘れ症状のある方やその家族に
対して相談・支援を行います。

8月23日（火）日 程 18：３０～20：00時 間 市役所2階  第1・2会議室場 所

●家族を介護している方
●在宅介護に関心がある方
●介護事業所等

参加費参加費

無料無料

参加費参加費

無料無料

事前申込み・問い合わせ 那珂川市役所 高齢者支援課高齢福祉担当　　092-953-2211TEL

在宅介護者支援事業
ご案内７月１１日（月）1３：00～１４：30

※ミニ講座４５分、その後、交流会を予定。

＃日時

福祉センター２階（西隈１-１-２）
＃場所

＃家族介護

＃認知症と親の介護について　＃ミニ講座
＃講師
那珂川市第１地域包括支援センター
認知症地域支援推進員　野村武文氏 

認知症は、だれもがなりうる身近なもので
す。認知症の介護を始めて1～3年目の方
は特に自分の時間が持てず、「休まる気が
全くない」といった方もいらっしゃるのでは
ないのでしょうか。
今回の講座と交流会で認知症の介護につ
いて学びます。
興味のある方はお気軽にご連絡ください。

那珂川市社会福祉協議会
　  092-952-4565
　  chiiki@nakagawa-shakyo.jp

＃問い合わせ先

TEL
Mail

那珂川市社会福祉協議会では、家庭で介護をされる方が気軽
に立ち寄れる居場所を開催しています。
同じ悩みや不安を抱えるご家族同士でゆっくり話しをしな
がら、介護からのつかの間の休憩をしませんか？

市内の特別支援学級などに通学する中学生を対象に、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皆さんと交流を深める『ITUKOKO（いつここ）部』を開催
予定です！皆で一緒に和気あいあいと活動したり、一人ひとりのペースでゆっくり過ごして
もらったりと、楽しい夏休み・冬休みの思い出をつくりませんか？

　バンブーカフェは、那珂川市在住のしょうがいがある方が、おしゃべり
したり、ゆっくり過ごしたりするなど、お仕事終わりに集まれる場所です！
　福祉センターでホッとできるひと時を過ごしませんか？当日の参加も
OKです！たくさんのご参加お待ちしています♪

対
　象

10月17日（月）
13：00～14：30

第2回目
12月10日（土）
10：00～11：30

第3回目
2月13日（月）
13：00～14：30

第4回目

開催予定

詳細は決まり次第、 社協だよりやホームページ等でお知らせします。

“いつも ここに”“いつも ここに” ITUKOKO（いつここ）部ITUKOKO（いつここ）部

※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。

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♪

那珂川市福祉センター3階 （西隈1-1-2）ところ

那珂川市福祉センター2F場  所

第4または第5月曜日
16：30～18：30

だ い だ い げ つ　 よ う　　び

日にち

●市内の特別支援学級に在籍している中学生
●特別支援学校に在籍している中学生　など

対象者

と　き 8月1日（月）10：00～15：0０夏休み

12月26日（月）10：00～15：0０冬休み

1回あたり1回あたり
参加費参加費

500円500円

問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会 地域福祉係　　092-952-4565TEL

お弁当・筆記用具・勉強道具持参物
※活動内容により、別途必要な物がある場合は、事前にご連絡します。

中学生と一緒に
楽しい夏休みを過ごして
くれる大学生以上の

ボランティアも募集中!!

福祉センター利用料福祉センター利用料
参加費参加費

100円100円

問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

令和4年度 7月以降～
バンブーカフェのスケジュール（予定）

★第4または第5月曜日に開催★

7月25日／8月29日／9月26日
10月24日／11月28日／12月26日
1月23日／2月27日／3月27日

バンブー
カフェ
開催しています♪
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●祝・敬老イベント
●節分の日
　 豆まきするかも!?
●花壇をきれいに
　 春の花を楽しもう
●笑って健康づくり
　 体操や健康に関する講話などをしています。

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4月6日～令和4年6月14日）

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。

申込み・問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

福祉センター福祉センター「にこにこ」「にこにこ」 月曜日・祝日（土日が祝日の場合は開館します。）休館日

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。

行政相談・心配ごと相談行政相談・心配ごと相談

全て13：00～15：00時　間

不要申込み

市内在住・在勤　対象者

■7月27日（水）
■8月24日（水）

弁護士相談・心配ごと相談弁護士相談・心配ごと相談

全て13：00～15：00時　間

要予約・その週の月曜日から電話受付申込み

市内在住・在勤対象者 4名 ※定員になり次第締切定　員

■7月6日（水）、13日（水）、20日（水）
■8月3日（水）、10日（水）、17日（水）

※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。 ※新型コロナウイルスの感染状況によっては、施設利用を中止にしたり、人数制限をさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。

7月・8月の7月・8月の
心配ごと相談心配ごと相談

申込み・問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

夏休みの工作～自由研究おたすけ講座

一般寄付金
団体・個人の善意によるご寄付

香典返し寄付金
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 享年 喪主名 区名

山本　トク 様 5万円 90 谷口
やま もと

傳　　辰雄 様
つたえ　　　　　たつ  お

渡邉　直子 様 10万円 97 西隈
わた なべ　　 なお  こ

渡邉　惠子 様
わた なべ　　 けい  こ

笑って笑って健康づくり健康づくり
運動や講話、みんなで楽しみながら健康になりましょう！どなたでも参加できます。
飲み物や筆記用具など各自でご準備下さい。 受付時に検温と消毒をお願いしています。

１3：00～１4：00（集合時間１2：50）時 間 那珂川市社会福祉センター３階場 所 ※新型コロナ感染予防の為、
　定員を15名にしています。

※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。

8月～9月の予定

申込み・問い合わせ

各講座とも申し込みが必要です。 7月4日（月）から受付開始

8月4日（木） 9月8日（木） 9月22日（木）8月25日（木）
知っているようで
知らない
大人用おむつ
［第1弾 入門編］

内 容

大王製紙
川上 幸奈 氏

講 師

知っているようで
知らない
大人用おむつ
［第2弾 応用編］

内 容

大王製紙
川上 幸奈 氏

講 師

那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

笑いは百薬の長内 容

那珂川病院
古賀 善彦 医師

講 師

元気体操内 容

古賀 正剛 氏講 師

参加費参加費

無料無料

1階1階 ●社会福祉協議会事務所
●社会福祉協議会
　 訪問介護事業所、
　 居宅介護支援事業所
　 相談支援事業所、通所介護事業所

3階3階 ●会議室1・2・3
　（大会議室）
●会議室4
　（小会議室）

2階2階

那珂川市福祉センター施設紹介

いろいろな
イベントも
やって
います！

いろいろな
イベントも
やって
います！

入館料など
詳しくはこちらから

●「おしゃべり広場」
　 6月～3月　第2木曜10：00～12：00
　 ベビーマッサージ体験やXmas会などの
　 イベントも予定しています。
●家族の絵展示
●七夕飾り
　 願いごとを書きにきてね！

8月9日（火）
①9：30～12：00（10：30～12：00万華鏡作りします！）
②13：30～16：00（14：30～16：00スノードーム作りします！）
8月19日（金）
③9：30～12：00（10：30～12：00万華鏡作りします！）
④13：30～16：00（14：30～16：00スノードーム作りします！）

日時

自動販売機
もあるよ ●大浴場

　 大きなお風呂でゆっくりお湯につかりませんか
●大広間（たたみ100畳の広さ）
　 ゆっくり過ごせますよ
●ヘルストロン（50円/回）
　 血流をよくする効果があります

会議や講演会などで
利用されています

おしゃべり広場

福祉センター2階
ふれあい交流室

場所

和室を開放しています。
のんびり過ごせますよ♪

内容

親子8組
（1か月前から予約受付）

定員

親子1組親子1組
入館料入館料

100円100円
おしゃべり広場
浴衣の着付け方の
コツを学ぼう！

7月14日（木）
10：30～11：30
（受付10：00～）

日時

福祉センター2階
ふれあい交流室

場所

親子8組
（1か月前から予約受付）

※お子様の浴衣をお持ちください。

定員

親子1組親子1組
入館料入館料

100円100円

「家族の絵」展示しています
たくさんのご応募ありがとうございました！
壁いっぱいに絵を展示しています。

6月～3月
第2木曜
10：00～12：00
※8月は第3木曜

日時

①6月7日（火）
　～7月15日（金）
青葉保育園、くりのみ保育園、
バディスポーツ幼育園  分展示

②7月19日（火）
　～9月4日（日）
中央保育所、なかがわ保育園、
ふくろうの森保育園  分展示

福祉センター2階
ふれあい交流室

場所

各回親子5組
（1か月前から予約受付）
定員になり次第締切ます。
※希望日程と①～④の希望時間帯をお伝えください。

定員

親子1組親子1組
入館料入館料

100円100円

1人1人
工作材料費工作材料費

200円200円

●デイリーサポート（株）　30,000円

展示期間
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申込申込

必要必要

ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。 
詳しくはお電話ください。

092-951-1270TEL

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までご連絡ください。
那珂川市社会福祉協議会 事務局 　  092-952-4565TEL

参加費参加費

無料無料

地域福祉を考えるつどい地域福祉を考えるつどい第１８回

耳の聞こえない人が生活の中で困ること。
その中の一つが「電話をかけたいとき」
耳が聞こえないと電話で会話ができないので、病気や事故で助けを求めたくても、電話で伝えることができません。

耳が聞こえなかったり、話すことが難しいため、電話ができない人が、携帯電話やスマートフォンで１１９番通報が
できる仕組み（「Ｎｅｔ１１９」）ができ、全国に広がっています。
そのシステムを発案したのは、地元の消防署である春日・大野城・那珂川消防本部。
今回のつどいでは、当時のリーダーであった元指令課長  因幡様をお迎えし、
聴覚しょうがいのある人とともに作った「ＳＯＳカード」、そのアプリ化することでスマホを使った通報を実現する
ために奔走した体験をお話しいただきます。

９月２４日（土）１３：３０～１５：３０日 時

ミリカローデン那珂川多目的ホール場 所

申込み・問い合わせ 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

しあわせのしあわせの

たねたね

「しあわせのたね」（社協会費）はこのような活動に使われます！

福祉ネットワーク活動1

社協会員啓発2

推進期間推進期間 9月30日9月30日７月１日７月１日

を募集します！を募集します！
　社協は、「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」の実現を目指し、住民のみなさんとともに活動しています。みなさんから寄せられた
「しあわせのたね」 （社協会費）が地域の人がつながり、助けあい、支えあいの福祉活動を
支えています。みなさまのご協力をよろしくお願いします。

ふれあいサロン　
地域のみなさんが
公民館などに集まっ
て交流を楽しむこ
とができる憩いの
場です。

子育てサロン
地域の公民館など
に親子が集まり、ふ
れあいを通して友
達づくりや子育ての
話ができる場です。

見守り活動　
一人暮らし高齢者、
高齢世帯等へ定期
的に安否確認や声か
けをする活動です。

福祉ネットワーク
推進委員会
その地域で取り組
まれている活動や
地域で起こった出来事をみんなで情報共有し
ながら一緒に考え、話合える場所です。

社協会員の啓発や福祉ネットワーク
活動の研修会開催等のために使わ
せていただ
いています。

福祉バス運行3
福祉団体や行政区の育成会、小学校
行事やＰＴＡ活動等幅広く利用され
ています。

心配ごと相談4
心配ごと相談員等に生活の不安や悩
みや心配ごとなどを相談できます。
無料弁護士相談
第１～３水曜日
（要相談）

次のページでは昨年度の実績・募集の流れをご紹介！

社協会費

●託児料500円
●先着4名

講 師 一般社団法人 日本消防・防災支援機構 
代表理事
因幡　敏幸 氏

申込必要
託児あり

社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所

●パートタイム職員
●介護職員初任者研修　修了者
　（介護福祉士を持たれている方　あれば尚可）

〈広告〉

ヘルパー募集！！ ～一緒に働きませんか？～
募集
内容

なにが
起こったん
だろう…

救急車を
呼びたいけど

どうやって呼ぼうか…

どうする？ １１９番
耳の聞こえない人の

緊急通報

あなたを守る 消防・防災支援

手話通訳
あり

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

もくじ
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サロン・子育てサロン写真館P2

生活支援体制整備事業のご案内P3

地域包括支援センターのご案内P4

在宅介護者支援事業のご案内P4

ITUKOKO部 開催のご案内P5

バンブーカフェ 開催のご案内P5

社協会費 しあわせのたね募集P1

7月・8月の心配ごと相談P６

笑って健康づくりP6

福祉センター「にこにこ」P7

那珂川市福祉センター施設紹介P7

地域福祉を考えるつどいP８

指定訪問介護事業所のご案内P８

ご寄付のお礼P６

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。（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。）

発 

行 〒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
　　（092）952-4565　　　（092）952-7321
　　chiiki@nakagawa-shakyo.jp
TEL
Mail

FAX

社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会 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。

http://www.nakagawa-shakyo.jp
ホームページアドレス

なかがわ社協 検索


