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・ボランテ�アグル�プ活
動費助成
・社会福祉大会の開催
・社協だより﹁かがやき﹂
の発行

安心・安全の
まちづくりを支援

平成 年度﹁安心・安全
のまちづくり支援事業﹂と
して�下記の事業に対し総
額 万３千円が配分されま
す�
◇水難等事故防止のための
看板設置
︵朝日町 南上滝区︶
◇踊瀬遊園地遊具新設
︵山内町 踊瀬区︶

県内で集約
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佐賀県共同募金会

毎年�共同募金へご協力
いただきありがとうござい
ます�
今年も�変わらぬご支
援・ご協力をお願いいたし
ます�

募 金

武雄市では次のような活動
に活用されています�
◇お年寄りのために
・新規サロン設置助成
・最高齢者への記念品贈呈
・移送サ�ビス事業
◇障がいのある方のために
・共生型ふれあい交流事業
・障がい児者交流活動助成
◇子どもたちのために
・ 新入学児童黄色い帽子贈呈
・ボランテ�アスク�ル
・ボランテ�ア活動実践校
活動費助成
◇地域の福祉のために
・手話講習会
・傾聴ボランテ�ア講習会
・サロン活動支援
・家屋内ごみ片付け支援
・介護者支援事業
・お互いさま活動助成金
・遺言相続相談

募金のながれ

募金の種類
◇戸別募金 一戸あたり
５００円を目安に市内全
戸に依頼
◇法人募金 市内の会社・
商店等へ�一口千円を目
安に依頼
◇街頭募金 武雄市が開催
する物産まつり会場で実
施︵ 月予定︶
◇学校募金 市内の保育園�
幼稚園�小・中学校�高
等学校での自主的な募金
活動
◇資材募金 市内の各種団
体に�資材購入による募
金協力を依頼

武雄市内では次のように
活かされています
みなさまから寄せられた
募金は�県内の様々な福祉
団体等に配分されており�
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共同募金の配分を受けた団体からの
28年度に「安心・安全のまちづくり支援事業」の配分を受けられた
団体からのメッセージをご紹介させていただきます。
自治公民館 玄関スロープ、
手すり取り付け工事
（朝日町北上滝区）
近年、私たちの地域でも高齢化が進ん
で、公民館での集会・総会等での行き来
も構造上玄関に階段があってつまづき、
転倒等大変でしたが、この度北上滝公民
館玄関に手すり、横にスロープが出来て
不自由なく出入りがされ、これから区民
の皆さんが1人でも多くの人が一緒に集い
楽しく語らい活性化に繋がる事を期待し
ております。この立派な安全策を講じて
頂いた関係者の皆様及び支援事業に対
して区民を代表して厚くお礼申し上げま
す。ありがとうございました。

自治公民館のフェンス工事
（東川登町内田区）
当集会所が深い側溝沿いにあるため、利用者等が落下す
る危険性を防止するフェンスの設置ができて、住民にとって
は安心に施設を利用できます。
この施設は、高齢者のサロン活動、子供クラブの活動や住
民らの活動の場として、充実した活動の場として、安心安全
感をもって利用されることが期待できます。貴会に感謝申し
上げます。ありがとうございました。

自治公民館 玄関前手すり設置工事
（北方町東宮裾区）
毎月の老人会、その他寄り合い等で大変喜ばれています。
公民館を利用するたびに手すりがあればと感じていましたが
やっと出来上がりました。ありがとうございました。

共同募金まちがい探しクイズ
《問題》下の2枚の絵には、7ヶ所違うところがあります。さてどこでしょう？

官製ハガキに、答え・氏名・住所・電話番号を書いて下記宛にお送りください。
正解者のうち、抽選で20名の方に記念品をプレゼントします。

締切：平成29年10月31日（火）消印有効
送付先：〒849-2201 武雄市北方町大字志久1557番地
武雄市社協内 佐賀県共同募金会武雄市支会あて

福祉情報ナビゲ ー シ ョ ン
̶

ボランティアスクール
小学生を対象に開催
８月４日�武内公民館で小学生

名が参加し開催しました�今回は�

また�バ�グの完成後�朝日町の

辻民生委員より提供いただいた木材

を使用し�壁かけ時計の製作にも挑

戦しました�

の交流会は障がいをお持ちの方とそ

�シ�ン交流会を実施しました�こ

７月２日�白岩体育館でレクリ�

武雄看護リ

方をはじめ

をお持ちの

は�障がい

す�今回

る事業で

り組んでい

なりました�一針ずつ丁寧に縫�て

一から教えてもらいながらの作業と

を使うのも初めての参加者が多く�

た小物バ�グを作りました�縫い針

師をお迎えし�フ�ルト布を使用し

づくり遊具の会あかとんぼ﹂から講

の日頃の活動を体験しました�﹁手

共催により�ボランテ�アグル�プ

サロンの紹介があり�
レクリエ�シ�

意見交換では�
新たに立ち上が�た

作りが行われました�

エ�シ�ンの紹介・支えあいマ�プ

ずつが参加され�意見交換やレクリ

た�町内の７か所のサロンから２名

北方町サロン懇談会が実施されまし

北方地区協議会
サロン懇談会を開催

の家族が�﹁社会の壁という障がい

ハビリテ�

いき�きれいなバ�グが完成する

武雄市ボランテ�ア連絡協議会との

を越えて誰とでもふれあう機会を作

シ�ン学校

７月 日�北方地区協議会主催で

�て欲しい﹂との声をき�かけに取

�ムや卓球バレ�などを行い�会の
最後には長崎県佐世保市から災害救
助犬・行方不明捜索犬・人々の心を
癒してくれるセラピ�犬の育成・派
遣を行な�ているジ�パン使役犬活
動センタ�の犬たちとのふれあいを
楽しみました�
＊使役犬（
しえきけん）
とは？
犬特有の能力を使い�社会貢献を
行う犬のことです�

楽しみ！﹂と話していました�

ンでは�
手足を使�た頭の体操や歌体

52

内容は�新聞紙を使�た身近なゲ

がありました�

ボランテ�アを含む総勢 名の参加

隣の高等学校の生徒�そして一般の

と�﹁達成感があ�た�何に使うか

̶
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の学生�近

共生型ふれあい交流事業
名が参加しふれあい交流
52

です�

つなが�たよう

要な人の発見に

や�見守りが必

ンに誘いたい人

眺めると�サロ

完成した地図を

世帯などの情報も加えられました�

の情報としてひとり暮らし・高齢者

の自宅に目印をつけていき�その他

がら�公民館の位置やサロン参加者

ンに分かれ�各地区の白地図を見な

支えあいマ�プ作りでは�各サロ

操などを体験されていました�

11

４
Vol.70
かがやき

かがやき

Vol.70

５

やわらぎ

北方

デイサービス
通 信

七夕かざりを
作りました
「いつまでも元気で
デイサービスに来
れますように…」と
短冊に願いごとを
書きました。

魚釣りゲーム！

たくさんつれるかな？

真鯛、イカ、金目鯛と大漁だったので今夜は鉢盛！

介護予防を目的とした「生きがい対応型」のデイサービスで、老人福祉センターで実施しています。

◇対象者：介護認定を受けていない 65 歳以上の方
◇利用料：1 日 750 円
武雄 湯遊くらぶ
◇利用日：1 週間に 1 回（申込時に決定します）
（日輪荘内
☎20-0131）
◇休 日：土曜日・日曜日・祝日
山内 ふれあい
◇申し込み・問い合せ
（さざんか荘内☎45-5131）
武雄市健康課たっしゃか係
（☎23-9135）
北方 やわらぎ
武雄市山内支所くらし課健康係（☎45-2906）
（長寿園内
☎36-2188）
武雄市北方支所くらし課健康係（☎36-6020）

かがやき

Vol.70

７

インフォメーション

里親家庭を募集しています!!
佐賀県でもさまざまな事情で保護者と離れて暮らさな
ければならない子ども達がいます。
家族の一員として自
らの家庭に迎え入れ、
保護者に代わり温かい愛情と家庭
的な雰囲気で育ててくださる方を募集しています。

●詳しいことを聞きたい方は気軽にご連絡下さい
※児童養護施設 済昭園
里親支援専門相談員・石橋まで
℡０９５４‐６６‐２１３８
※佐賀中央児童相談所 里親担当まで
℡０９５２‐２６‐１２１２
「里親ってなんだろ・
・
・」
里親家庭は、
家族が一時的な危機的状況にあるとき、
一
定期間、
家庭崩壊の防止と子どもの家庭復帰
（家族再統
合）
とを目標にして、
子どもに代替的家庭養育を保障す
る制度です。
一緒に暮らせない実親と実子がまた一緒に
暮らせる日まで、
お子様をお預かりしサポートする制度
です。
（児童養護施設での18歳までの措置を一般家庭で
行っているものと考えてください。
里親には里親手当が
あり、
児童には教育費、
医療費などが支給され、
その他さ
まざまな援助・免除が受けられます）

傾聴ボランティア養成講座 受講者募集
武雄市社会福祉協議会では２年に１回、傾聴ボラン
ティア養成講座を開催しています。楽しく学べます！
これを機に聴き上手を目指してみませんか？
＊最終日は、交流会を予定しています（自由参加）
【日程】
平成２９年 ９月２１日
（木）
（音楽室）
９月２８日
（木）
（大集会室Ａ）
１０月 ５日
（木）
（大集会室Ａ）
１０月１２日
（木）
（大集会室Ａ）
１０月１６日
（月）
（大集会室Ａ）
【時間】
１０：００〜１２：００
【会場】
武雄市文化会館
【講師】
入江 正洋氏
（九州大学基幹教育院 准教授）
心療内科医
【参加費】
２００円 （全行程・保険代含みます）
【対象者】
どなたでも参加できます
【定員】
３０名
【申し込み締め切り】
平成２９年９月１５日
【申込先・問合せ】 電話・FAX可
市社協 本所
☎３６−５５０５ FAX３６−３１６０

在宅で介護されている方や、介護の経験者の
方を対象に日頃の悩みや体験等を話せる機会
を作り、介護の疲れを癒し、リフレッシュを
図る目的で交流会を開催しています。

開催曜日：毎月第３水曜日
9/20、10/18
開催場所：武雄市北方支所
開催時間：14：00〜15：00

かがやき

かがやき No.70

相談
無料

Vol.70

武雄市生活自立支援センター

・家賃や水道代が払えなくて… ・借金が多くて…
・仕事に就けず生活が苦しい… ・病気、引きこもり… など

武雄市社協だより（2017年9月号）

ひとりで悩まず、まずはご相談ください
《相談受付》 月曜日～金曜日 9：00～17：00【祝日、年末年始を除く】
武雄市社会福祉協議会内 相談専用電話 0954－36－0708
かて

≪いのちをつなぐ糧事業≫
生活が苦しく食べ物に困っている方への緊急支援として「いのちをつなぐ糧事業」に取り組んでおり、
そのための支援物資の寄付を受け付けております。皆さまのご協力をお願いいたします。

【ご寄附をお願いする食糧】 ※賞味期限が 3 カ月以上残っているもの

玄米、乾麺類、缶詰類、インスタント食品、レトルト食品、その他日持ちのする食料

発行/武雄市社会福祉協議会 北方町大字志久1557（TEL 36-5505）

弁護士相談
ご案内
遺言・相続相談
武雄市社協では「弁護士相談」と「遺言・相続相談」を無料で実施しています。

●弁護士相談 13：00〜16：00
本所（北方） 9月14日(木)／10月12日(木)
山内支所 9月28日(木)／10月26日(木)
申し込みは 市社協本所
（電話 36‐5505）まで

●遺言・相続相談 13：00〜17：00
9月21日(木)
山内支所
本所（北方） 10月19日(木)

◇定員：
（弁護士）1日5名まで （遺言
/
・相続）1日4名まで≪いずれも定員になり次第締め切り≫
◇時間：
（弁護士）1人あたり30分以内 （遺言
/
・相続）1人当たり1時間以内≪予約受付順≫
◇対象：一般（同一内容での相談は1回限り） ◇予約：1カ月前から受付（電話予約可）

この広報誌は赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。
記事中の羽根マークのついた事業には配分金が活用されています。
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