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赤い羽根共同募金 運動期間 10月1日～12月31日

赤い羽根共同募金って？
赤い羽根共同募金は、昭和22（1947）年に戦後の「国民たすけあい運動」
として始まり、戦後の孤児や社会福祉施設復興のための支援を行ってきま
した。那珂川町（現・那珂川市）でも平成元年より高齢者の給食・入浴サービ
ス、福祉体験などの地域福祉活動のために赤い羽根共同募金を役立ててき
ました。現在では、「自分のまちを良くするしくみ。」として、民間の社会福祉
事業や多様な福祉ニーズに取り組む団体の支援のため活用されています。
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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。

〈広告〉 指定訪問介護事業所社会福祉法人
那珂川市社会福祉協議会指定

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

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

※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。

12月～令和5年1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。 11月7日（月）から受付開始

12月8日（木） 令和5年1月12日（木） 令和5年1月26日（木）12月22日（木）
訪問看護って何？内 容

那珂川病院
訪問看護師 中村 環 氏

講 師

うさぎの雛飾りを
作ろう

内 容

那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

HAPPY
ニュースポーツ

内 容

スポーツ推進委員講 師

オリジナルバックを
作ろう

内 容

いきいきリフレッシュ
教室職員

講 師

参加費参加費

無料無料

なかむら　たまき いきいきリフレッシュ
教室職員

講 師

キャンセルの場合は
必ずご連絡ください

※14：30終了

市民生活支援員養成講座
　生活支援員は、認知症やしょうがいで日常的なお金の管理などができなくなった人を訪問し、
必要なお手伝いを行っています。
　この講座は、市民生活支援員になるための講座です。あなたもやりがいのある市民生活支援
員をはじめてみませんか？

参加費参加費

無料無料

１０：00～１２：00時　間

那珂川市福祉センター３階会議室
（西隈1-1-2）

場　所

２０名（要申込み１１月２４日（木）〆切）定　員令和４年11月28日（月）日　程

内　容 知的しょうがいのある人との関わり方
～知的しょうがい・発達しょうがいについて～

申込先 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

那珂川市福祉センター３階場 所

NPO法人おると
理事・相談支援専門員
宮村 和秀 氏

講　師

みや むら　かず ひで

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

N a k a g a w a  S o c i a l  c o u n c i l

那珂川市
2022年
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ふくし教育サポーター養成講座の
ご案内

P5

サロン・子育てサロン写真館P6

生活支援体制整備事業のご案内P7

在宅介護者支援事業のご案内P8

バンブーカフェ 開催のご案内P8

精神保健福祉講座のご案内P9

ニコニコお助けサービスご案内P9

地域包括支援センターのご案内P10
赤い羽根共同募金運動のご案内P1

ご寄付のお礼、
11月・12月の心配ごと相談

P11

福祉センター「にこにこ」からのお知らせP11

笑って健康づくりP12

市民生活支援員養成講座のご案内P12

指定訪問介護事業所のご案内P12

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
　　n-shakyo@dream.ocn.ne.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



2 那珂川市社協だより232号 3那珂川市社協だより232号

赤い羽根共同募金 赤い羽根共同募金

企業募金

カード等
募金

募金箱等
募金

自販機等
募金

戸別募金 街頭募金

那珂川市支会

福岡県共同募金会

那珂川市を含む
県内市町村

福岡県内
各市町村支会

　○福祉団体活動助成金
○那珂川市社会福祉協議会実施事業など

赤い羽根共同募金は、高
齢者、しょうがい者、こども
たちなどへの地域の福祉
活動を支援する募金です。
災害時には「災害ボラン
ティアセンター」の設置や
運営など、被災地支援に
も役立っています。

集まった募金は
いったん県共募へ2

募金が那珂川市
支会へ集まる

配分3

○県内の広域的事業に使われる
○大規模災害における準備金

（　　　　　　　　　　）災害ボランティアセンター運営等
に役立てられる

那珂川市の地域福祉活動のために…4

赤い羽根共同募金
配分のしくみ

助成団体紹介

令和3年度実績

災害支援、
広域事業

～地域で活躍する
　ボランティア団体の紹介です～

こどもの発達を考える親の会 のぞみこどもの発達を考える親の会 のぞみ ひとり親家庭福祉会ひとり親家庭福祉会 婦人会婦人会 点字の会点字の会 手話の会手話の会 食生活改善推進会食生活改善推進会

ボランティア連絡協議会ボランティア連絡協議会 身体障害者福祉協会身体障害者福祉協会 保護司会 那珂川支部保護司会 那珂川支部 土筆会（音声訳の会）土筆会（音声訳の会） かるがもかるがも 少年補導員少年補導員

民生委員児童委員連合協議会民生委員児童委員連合協議会 シニアクラブ連合会シニアクラブ連合会

●災害義援金
●災害ボランティアセンター運営
●災害準備金
●災害ボラサポ
●福祉施設の車輛整備
●児童福祉施設で生活する
　子どもたちの進学・就職支援など

那珂川市全域で6,518,604円
が集まり、福岡県共同募金会か
ら那珂川市支会へ4,804,800
円が配分されました。みなさま
のご協力により集まった募金
は、令和4年度の那珂川市の地
域福祉事業に役立てられてい
ます。
また、大規模災害における準備
金や福岡県域の広域的事業等
にも活用されています。

社協事業

地域福祉を考えるつどい ニコニコお助けサービス 福祉教育

成年後見制度啓発事業 ボランティアフェスタ たけのこクラブ

令和3年度
赤い羽根共同募金総額

6,518,604円

災害準備金
福岡県域の福祉活動等
災害準備金
福岡県域の福祉活動等
1,713,804円1,713,804円

令和4年度 那珂川市内の
地域福祉活動への配分金
令和4年度 那珂川市内の
地域福祉活動への配分金

4,804,800円4,804,800円
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赤い羽根共同募金はさまざまな募金運動をしています。

1

2 3
集まった募金は
いったん県共募へ 配分

お住いの行政区より、
ご協力をいただいてい
る募金です。募金の方
法は区によって様々で、
毎年ご支援をいただい
ています。

企業や商店、医療機関、福祉施設等へ
募金箱の設置をお願い
しています。お客様や
利用者の方々へ募金を
呼びかけています。

社員の福祉に関する関
心を高めるとともに、
企業の社会貢献活動の
一環として、共同募金
への寄付をご提案して
おります。

企業、団体、官公庁など
の職場で、従業員が社会
貢献活動の一環として行
う募金方法です。

那珂川市

令和４年度実施日

市内の駅やスーパーなどで募金の協
力をお願いしています。

●10月  1日（土）10：45～
●10月13日（木）16：45～
●10月24日（月）16：45～

赤い羽根共同募金のしくみ・使い道02 赤い羽根共同募金への協力方法

みな様の
あたたかいご支援・ご協力を
よろしくお願いいたしたます

共同募金啓発グッズ販売中！

寄付付き商品・協力店舗募集中！

企業の営業・販売活動の中で「寄付付き商品」をつ
くり、当該商品・サービスの売り上げの一部を共同
募金に募金することで福祉活動に貢献することが
できます。

【地域支援プロジェクトのしくみ】

地域の福祉活動地域へ助成

企業（店舗）
団体等

購入者
（地域住民）共同募金会

寄付つき商品
地域支援
プロジェクト

企画
サポート
企画
サポート

売上の
一部を
寄付

売上の
一部を
寄付

寄付つき
商品や
サービス

寄付つき
商品や
サービス

購入や
利用
購入や
利用

赤い羽根自動販売機 設置店舗・事業所募集中！

売上の一部が赤い羽根共同募金に寄付されます。
設置済みの自販機の置き換えも可能です。
※現在市内10か所に設置しています。設置店舗・事業所はP4を
確認ください。

旧型自販機よりも電気代
が安く、置き換えも無料
です。

昨年度福祉センターに新たに1つ追加で設置しました！

置くだけでお得！1
設置するだけで社会貢
献ができます。

目に見える地域貢献2

売り上げの一部が赤い
羽根共同募金へ寄付さ
れます。

買って役立つ3
お寄せいただいた募金
は、地域福祉活動に役立
てられています。

みんなが笑顔に！4

設置することの 4つのメリット

クオカード・図書カードは、
500円分が金券として使えます

赤い羽根クオカード赤い羽根クオカード
1,000円1,000円

赤い羽根図書カード赤い羽根図書カード
1,000円1,000円 赤い羽根ボールペン赤い羽根ボールペン

500円500円

ホークスコラボバッチホークスコラボバッチ
500円500円

ご協力者
memo

お 名 前 那珂川市社会福祉協議会
ご 住 所 那珂川市西隈１丁目１番２号
設置場所 福祉センター１階

福祉ネットワーク事業

ふれあいサロン
活動

福祉ネットワーク
推進委員会

子育てサロン
活動 見守り活動

社会福祉協議会事務所で販売しています。社会福祉協議会事務所で販売しています。
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赤い羽根共同募金

那珂川市赤い羽根マップ 赤い羽根共同募金は、様 な々事業や地域福祉活動に活用されています。

今回は、見守り活動をPICK UP!!

那珂川市内の募金箱や
募金できる自動販売機の地図です。04

①社会福祉協議会（事務所、2F、いきいき、含む）（西隈1-1-2）
②第１地域包括支援センター（西隈1丁目1番1号）
③のもと整骨院（片縄２丁目１）
④NPO法人 おると（市役所売店）（西隈1-1-1）
⑤市役所（西隈1-1-1）
⑥ボランティア支援センター（西隈1-1-1）
⑦第２地域包括支援センター（片縄北４丁目２-２０）

⑧社会福祉法人那珂川福祉会（下梶原2-6-3）
⑨軽費老人ホーム なかがわ苑（大字別所579）
⑩青葉保育園（今光4-100）
⑪青葉桐の花保育園（中原６丁目１０-３０）
⑫那珂の森保育園（五郎丸3-16-1）
⑬なかがわ保育園（大字道善257-1）
⑭グリーンコープふくしセンター那珂川（片縄北3-16-18）

❶あじさい（下梶原2丁目6-1）
❷ねむのき（下梶原2丁目6-3）
❸なかがわ苑（大字別所579）

❹むさし整骨院（王塚台1丁目16-1）
❺JA筑紫安徳支店（松木1丁目156）
❻みよし商店（今光1-60-2）

❼商工会（西隈3丁目1-10）
❽福祉センター（西隈1丁目1-2）
❾バンブー広場入口（成竹376-1）

赤い羽根募金 設置場所 住所一覧 ※住所は「那珂川市」を省略

　現在、那珂川市の32行政区で取り組まれている小地域福祉活動も赤い羽根共同募金の一部を財源としています。
　小地域福祉活動として取り組まれている『福祉ネットワーク活動』は、住民の皆さんが主体となって創意工夫を凝らし
ながら、だれもが地域で安心して暮らし続けられることを目的とした4つの活動があります。

　令和4年度も新型コロナウイルスの影響により、これまで同様の福祉ネット
ワーク活動を十分に行うことができない状況が続いています。しかし、各々
の行政区では、感染対策の徹底をし、何かできることはないかと工夫を凝ら
しながら地域の高齢者等の安否確認や見守り活動に取り組まれています。
　今回は、感染対策を十分に行った上で、9月5日（月）に『見守り活動支援
者意見交換会』を開催し、コロナ禍における見守り活動について支援者同
士の情報交換・意見交換を行いました。
　情報交換・意見交換では、コロナ禍の見守り活動で工夫していることや
新たに始めた取り組み、他行政区に聞いてみたいこと等をグループで共有
をしてもらい、今後の活動のヒントや参考にしてもらうことができました。
　コロナ禍こそ人と人とのつながりや支え合いが重要であると感じ、社会
福祉協議会としても皆様と共に、一層の地域福祉活動の推進・充実に向け
て努めて参ります。

支え合い、助け合いの“しく
み”をみんなで考えていくた
めの場。

福祉ネットワーク
推進委員会

区公民館等、高齢者の方が
気軽に集まれる憩いの場。
閉じこもり防止、健康増進、
ご近所との交流等、居場所
づくりにつながります。

ふれあいサロン活動

区公民館等、子育て中の親
子が気軽に集まれる憩いの
場。友達づくり、世代間交流、
子育ての悩みや不安の相談
ができる等、ホッとできる居
場所になります。

子育てサロン活動

一人暮らしの高齢者、高齢者
世帯等、ご近所の方の何気
ない変化を気にかけ、孤立
死を防ぐための活動。

見守り活動

地域の特徴が
それぞれ違うので、
それに合った活動を
されていることが
参考になりました。

コロナ禍でも
色々と対策・
工夫をして
少しずつ進めて
います。

ふくし教育サポーター養成講座を実施しました！
　令和４年８月３０日（火）の１０時～１２時にふくし教育サポーター養成講座を行い、１３名の市民の方にご参加いただ
きました。講座においては、重りや装具をつけて身体を動かしたり折り紙をしたりする『高齢者ミニ体験』と実際に車
椅子に乗って、動かしてみる『車椅子体験』を行いました。参加者の皆さんから「お手伝いをするときに声をかけるこ
との大切さを学んだ」「手伝ってもらう立場の人の気持ちを感じることができた」などのご感想をいただきました。

社会福祉協議会では、学校とともに子どもの学びや育ちを支え、「ともに生きる力」をはぐくむ福祉教育を
推進しています。福祉教育の体験学習では、地域の方々に子ども達の見守りや声かけなどのご協力をお願
いしています。ご興味を持っていただけた方は、気軽に下記までお問い合わせください。

ふくし教育
サポーター
募集のお知らせ お問い合わせ先 那珂川市社会福祉協議会（地域福祉担当）　　092-952-4565TEL

▲“ふだんのくらしのしあわせ”について、
　参加されたみなさんと学びました。

▲装具をつけて指先の感覚が変化する
　ことを体験しました。

▲車椅子の移動中にも声掛けをする
　ことで、安心して乗れます。

南
東

西
北

募
金
箱

自
動

販
売
機

赤い羽根MAP赤い羽根MAP
那珂川市の募金箱や

募金できる自動販売機の地図です。
那珂川市の募金箱や

募金できる自動販売機の地図です。
募金箱箱金募 箱金募 箱金募 自動販売機機売販動自 機売販動自 機売販動自

⑮小規模多機能ホーム 今光・和（今光5-60）
⑯㈱南畑ぼうぶら会議（不入道283-4）
⑰道善コスモス保育園（那珂川市道善１丁目４５）
⑱王塚台公民館（王塚台）
⑲今光公民館（今光）
⑳てって安徳（安徳103-2）
○喫茶キャプテン（松木1-1）２１



6 那珂川市社協だより232号 7那珂川市社協だより232号

今までの繋がりを絶やさない様に、各々の行政区では徹底した感染予防対策や工夫をしながら活動しています。

サロン・子育てサロン写真館サロン・子育てサロン写真館

問合せ 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

▲計算問題や間違い探しをしました。

片縄緑区ふれあいサロン

▲地区内のお祭りがありました。

下片縄西区子育てサロン（わんぱくパトロール＆にこにこまつり）

片縄内田区子育てサロン片縄新町区ネットワーク健康サロン

それぞれの地域の実情に応じた支え合いへ
「情報・交換の場」紹介

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、「ひとり一人が自分らしく、のぞ
む暮らし」を続けられるように、それぞれの地域の実情に応じた住民主体の
支え合い活動を広げています。
　那珂川市は５つの日常生活圏域別に、住民をはじめ地域に関わる機関（民間企
業や福祉施設など）や団体（NPO関係やボランティア組織など）が集まり、地域が
「こうなったらいいよね」と思いを共有し、実現に向けての取組みをみんなで考え
る情報交換の場を定期的に開催しています。
　今回は、それぞれの情報交換の場について、ご紹介いたします。

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

上記の情報交換の場について興味・関心がある方、その他、「これからの自分の将来のことが気になる」「自分の
暮らす地域をよくしたい」「企業や法人として、貢献活動がしたい」など地域への想いがある方は、下記までお問
合せください。

見学者・
参加者
募集中

毎月1回（不定期）開催日時

各公民館輪番制開催場所

毎月1回（不定期）開催日時

各公民館輪番制開催場所

毎月第3（水）19：00～開催日時

南地区公民館開催場所
福祉センター3階
（2ヶ月1回開催予定）

開催場所

安徳B地区 「設置準備」安徳B地区 「設置準備」
～情報交換会を開催致しました～～情報交換会を開催致しました～

岩戸B地区 「with you」岩戸B地区 「with you」安徳A地区
「近（キン）・懇（コン）・歓（カン）」

安徳A地区
「近（キン）・懇（コン）・歓（カン）」

南畑地区南畑地区

９月２１日（水）10：00～開催日時

①安徳A地区
②岩戸A地区
③岩戸B地区

④南 畑 地 区
⑤安徳B地区

上梶原・下梶原・安徳・東隈・仲・王塚台
西畑・別所・井尻・山田・西隈・後野
道善・恵子・片縄谷口・片縄内田・片縄観音堂・下片縄・下片縄西・片縄今池・
片縄新町・片縄緑・片縄浦ノ原・片縄丸ノ口・片縄ときわ台
市ノ瀬・埋金・不入道・成竹・寺倉・南面里
五郎丸・松木・今光・中原・観晴ヶ丘・松原

…
…
…

…
…

毎月第2（木）13：30～開催日時

孫四郎公民館・片縄第三公民館
（どちらかで実施します）

開催場所

日常生活
圏域

（対象行政区）

片縄新町区ネットワーク健康サロン
繁松　絹子 さん
しげ まつ　　きぬ  こ

1

4 5

岩戸A地区 「え～な～岩戸」岩戸A地区 「え～な～岩戸」2 3

Q.ふれあいサロンは、どんな場所？
　前任の方に声を掛けてもらったことがきっかけで、サロン支援者
としての活動を始め5年目になります。
　『色々な人と出会える楽しい場所』だと思います。

Q.活動で工夫していることは？
　一人暮らしの方等の自宅を訪問して、「元気にしてますか？」と
声を掛けたり、サロンの案内をしています。電話では、声が聞こえづ
らかったり、知らない番号には出られない方も多いので、なるべく
訪問をして声を掛けるようにしています。コロナ禍で開催ができな
い時は、折り紙で作成したサンタクロースをハガキに貼り、マスクと
一緒にお配りしました。

Q.サロン支援者としての魅力は？
　自分も楽しく、サロンも楽しくなることが魅力だと思います。嫌々な
がら何かを行うのではなく、楽しく活動、楽しく過ごしてもらうことが
大切です。また、支援者の皆さんそれぞれに特技があるので、協力を
得ること、意見を出し合いながら活動していきたいと思っています。

Q.最後に、一言メッセージをどうぞ。
　新町区で元気にいつまでも一緒に楽しみましょう！私も楽しみ
ます！私にできることは、いつでもお声かけくださいね♡

片縄新町区ネットワーク健康サロンよりご案内
◆11月10日（木）13：00～15：00 サロン開催予定
◆12月1日（木）13：00～15：00 サロン開催予定
※詳細は、社会福祉協議会（092-952-4565）までご連絡ください。

片縄内田区子育てサロン
松元　啓子 さん
まつもと　　けい  こ

Q.子育てサロンは、どんな場所？
　区の回覧で支援者を募集していることを知り、自身の子育て中の時も周囲
の人に助けてもらったので、次は、自分が助けることができたら良いなと思っ
たことがきっかけで、活動を始めました。親も子どもも顔見知りになることで、
小学校に入ってもつながりを持つことができたり、ささいな心配事・悩み事を
聞くことができたりする『あるだけで安心感につながる場所』だと思います。

Q.活動で工夫していることは？
　保護者の方は、育児書を読んでもその通りにいかなかったり、「こんなこと
を聞いて良いのかな？」と思ったり、子育てに関する不安を抱えていると思い
ます。『悩まなくて良いんだよ』と伝えるだけでも安心感につながること、子育
てサロン卒業後もつながり続ける場所であることを大切に活動しています。

Q.子育てサロン支援者としての魅力は？
　知り合いではなかった参加者同士が友人のように過ごされてい
る姿を見ると、自身も楽しくなります。

Q.最後に、一言メッセージをどうぞ。
　子育ての情報共有をしながら、一緒に楽しみましょう！

片縄内田区子育てサロンよりご案内
◆11月16日（水）
　10：00～12：00（出入り自由）
★松ぼっくりを使った製作など
★自由にのんびりタイム
★手形足形トートバッグ作り
　（希望者のみ）
※準備があるため要連絡

◆12月13日（火）
　10：00～12：00（出入り自由）
★リトミック　★クリスマス会
※準備があるため要連絡

▲プールで水遊びをしました。▲食中毒・熱中症予防の講座がありました。

【
連
絡
先
】

片縄内田区子育てサロン 松元さん
　  090-2850-6653
LINE ID  ＠785dzchw
TEL
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　不登校や、8050問題など、ひきこもりに関係するニュースがよく聞かれるように
なりました。ひきこもりは特別なことではなく、人生の様々なタイミングで、誰にでも
起こり得ることです。
　本講座では、ひきこもり状態にあるご本人、ご家族、ひきこもり支援に関心のある
方を対象に、ひきこもりについての理解を深め、一緒に一歩踏み出すヒントを学ぶ機会
にしませんか。●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

在宅介護者支援事業
令和４年度ご案内

12月10日（土）10：00～11：30
※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

＃介護と仕事との両立
＃ミニ講座　＃参加費無料　＃要申込
＃講師　那珂川市第2地域包括支援センター
保健師　濱崎 裕美 氏

はまさき　ゆ　み

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「自分の時間が
持てない」「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。
今回は、『介護と仕事との両立』について学
ぶ講座&交流会です。ぜひご興味のある方
は、お気軽にご参加ください。

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？

対
　象

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。

生活支援
サポーター
生活支援
サポーター

参加申込み 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

　　　ニコニコお助け隊
買い物支援サポーター
　　　ニコニコお助け隊
買い物支援サポーター

那珂川市福祉センター3階会議室場　所

令和4年12月20日（火）
13：30～15：30

日　時

要予約、定員20名程度申込み

※新型コロナウイルス感染状況により、開催が中止・変更になる場合がありますので、ご了承ください。

申込み・問い合わせ先 那珂川市役所健康課（保健センター）
　　092-953-2211（内線362～３６７） 　　092-954-0043TEL FAX　バンブーカフェとは、那珂川市に住む障害を持つ方が、お仕事終わりに

ゲームや卓球をしたり、ゆったりとした雰囲気の中でおしゃべりをして
過ごせる憩いの場です。

那珂川市福祉センター2F場  所

毎月第4又は第5月曜日
16：30～18：30

だ いま い   つ き ま た だ い げ つ　 よ う　　び

日にち

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

バンブー
カフェ
開催しています♪

参加者の感想
職場で

話せないことを
話せてホッとする

もっと色んな人と
はなせたら
いいな～♪

当日参加も
ＯＫです。

是非ご参加お待ち
しています！

学校を卒業して
からも友達と
会って話す事が
出来て嬉しい！

精神保健福祉講座精神保健福祉講座
「ひきこもり」についての基本的な理解～まずは知ることから始めよう～「ひきこもり」についての基本的な理解～まずは知ることから始めよう～

那珂川市福祉センター3階会議室（那珂川市西隈1-1-2）と　こ　ろ

40人定　　　員

福岡県精神保健福祉センター（ひきこもり地域支援センター）講　　　師

令和4年1２月1日（木） 13：30～15：00（受付13：00から）と　　　き

●対象児：生後6カ月から
　　　　　就学前の幼児
●定　員：5人

託児無料

受講料受講料

無料無料

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座当日はマスク着用と手指消毒、検温のご協力をお願いします。
　発熱がある方、体調がすぐれない方はご来場をお控えくださいますようお願いします。

電話またはＦＡＸでお申込みください。申込み方法
※ＦＡＸの場合は、氏名・電話番号・お住いの市町村名を記入してください。
　託児を希望の場合はお子さまの人数、年齢もお知らせください。

11月28日（月）申込み締切
※託児を希望の場合は11月24日（木）までに申込みください。

令和4年度 11月以降～
バンブーカフェのスケジュール（予定）

11月28日／12月26日
★令和4年度★

1月23日／2月27日／3月27日
★令和５年度★

養成講座
　社協では、既存のサービスでは対応できない「ちょっとした困りごと」を解決する
「ニコニコお助けサービス」を行っています。
　「ニコニコお助け隊」は、短時間で解決できる「ちょっとした困りごと」や買い物
支援を行うサポーターです。
　ご自身のスキルや経験を活かしてみませんか？

生活支援サポーター
「ニコニコお助け隊」に興味・関心がある人

対　象

●説　明
　ニコニコお助けサービスの概要について
●体験談
　買い物支援サービスについて～サポーターさんの声～
●登録会
　ニコニコお助け隊の登録について

内
　容

参加費参加費

無料無料

令和4年度
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　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

■11月：なし
■12月：なし

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

■11月2日（水）、9日（水）、16日（水）
■12月7日（水）、14日（水）、21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感染症の影響により、中止・延期になる場合があります

11月・12月の11月・12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

福祉センター福祉センター からのお知らせからのお知らせ「にこにこ」「にこにこ」
おしゃべり広場 クリスマス会
12月8日（木）10：30～12：00（受付10：15～）日　時

福祉センター「にこにこ」2階場　所

親子8組定　員

実施日の1ヶ月前から予約受付申込み

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8月16日～令和4年10月5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。

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

吉田　末廣 様 30万円 84 今光
よし　だ　　　すえ ひろ

山口　典子 様
やま ぐち　　  のり  こ

真鍋　睦代 様 10万円 88 市ノ瀬
ま  なべ　　　ちか  よ

真鍋　智子 様
ま  なべ　　　とも  こ

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

第1地域包括支援センター
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。

いつまでも安心して暮らしていくために、
介護予防を元気なうちからはじめましょう♪

まずは地域包括支援センターにご相談ください。

認知症
サポーター
養成講座

毎日動いて
筋力を維持しましょう1

新型コロナウイルスに注意しながらも、
外出の機会を設けましょう3

●家族、友人、ご近所さんと話
してリフレッシュしましょう
●外出すると服装にも気を配り
気持ちも引き締まります
●外出が難しい時は、テレビ電話などオンラインでお話
しするのも、顔が見えておすすめです

心身の健康をチェック2
●健康診断等検査結果を生活
改善に活かしましょう
●心の健康も、大切にしましょう

食事生活を充実させましょう4

社会とのつながりを持ちましょう5
●社会の出来事や流行っていることなど、好奇心をもつと、脳が活性化されます
●地域の活動に参加してみましょう　●家庭での役割を持ちましょう

親子1組親子1組
入館料入館料

100円100円

申込み 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

●3食バランスよく食べましょう
●主食（ご飯・パン・めん）でエネ
ルギー補給をしましょう
●お口のケアも忘れずにしま
しょう

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
見守る応援者である「認知症サポーター」を養成する講座です。

那珂川市役所２階 第1・2会議室場　所11月29日（火）13：30～15：00日　時

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

参加費参加費

無料無料

●デイリーサポート（株）様　　　30,000円
●勝手連 代表　八藤丸 彰 様　４３,５７３円

かって　れん や  とう まる　あきら

●毎日できるだけ動きましょう
（室内でも、室外でも）
●体操など体を動かす習慣を
つけましょう（特に下半身を強化）
●座っている時間を減らすことを意識しましょう
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赤い羽根共同募金 運動期間 10月1日～12月31日

赤い羽根共同募金って？
赤い羽根共同募金は、昭和22（1947）年に戦後の「国民たすけあい運動」
として始まり、戦後の孤児や社会福祉施設復興のための支援を行ってきま
した。那珂川町（現・那珂川市）でも平成元年より高齢者の給食・入浴サービ
ス、福祉体験などの地域福祉活動のために赤い羽根共同募金を役立ててき
ました。現在では、「自分のまちを良くするしくみ。」として、民間の社会福祉
事業や多様な福祉ニーズに取り組む団体の支援のため活用されています。

01

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。

〈広告〉 指定訪問介護事業所社会福祉法人
那珂川市社会福祉協議会指定

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

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

※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。

12月～令和5年1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。 11月7日（月）から受付開始

12月8日（木） 令和5年1月12日（木） 令和5年1月26日（木）12月22日（木）
訪問看護って何？内 容

那珂川病院
訪問看護師 中村 環 氏

講 師

うさぎの雛飾りを
作ろう

内 容

那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

HAPPY
ニュースポーツ

内 容

スポーツ推進委員講 師

オリジナルバックを
作ろう

内 容

いきいきリフレッシュ
教室職員

講 師

参加費参加費

無料無料

なかむら　たまき いきいきリフレッシュ
教室職員

講 師

キャンセルの場合は
必ずご連絡ください

※14：30終了

市民生活支援員養成講座
　生活支援員は、認知症やしょうがいで日常的なお金の管理などができなくなった人を訪問し、
必要なお手伝いを行っています。
　この講座は、市民生活支援員になるための講座です。あなたもやりがいのある市民生活支援
員をはじめてみませんか？

参加費参加費

無料無料

１０：00～１２：00時　間

那珂川市福祉センター３階会議室
（西隈1-1-2）

場　所

２０名（要申込み１１月２４日（木）〆切）定　員令和４年11月28日（月）日　程

内　容 知的しょうがいのある人との関わり方
～知的しょうがい・発達しょうがいについて～

申込先 那珂川市社会福祉協議会　　092-952-4565TEL

那珂川市福祉センター３階場 所

NPO法人おると
理事・相談支援専門員
宮村 和秀 氏

講　師

みや むら　かず ひで

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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ふくし教育サポーター養成講座の
ご案内

P5

サロン・子育てサロン写真館P6

生活支援体制整備事業のご案内P7

在宅介護者支援事業のご案内P8

バンブーカフェ 開催のご案内P8

精神保健福祉講座のご案内P9

ニコニコお助けサービスご案内P9

地域包括支援センターのご案内P10
赤い羽根共同募金運動のご案内P1

ご寄付のお礼、
11月・12月の心配ごと相談

P11

福祉センター「にこにこ」からのお知らせP11

笑って健康づくりP12

市民生活支援員養成講座のご案内P12

指定訪問介護事業所のご案内P12

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
　　n-shakyo@dream.ocn.ne.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


