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つどいの広場

5 月の予定

日にち

2019 年度 定期総会 大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会
平成 27 年に 16 法人にて創設した『大牟田市社会福祉法人地域
公益活動協議会』も 5 年目を迎えることになりました。同年９月に
「生活困窮者レスキュー事業」を発足させ、これまで中々解決でき
なかった“制度の狭間”となる福祉課題に対し、スピードをもった
解決にあたってまいりました。
「生活困窮者レスキュー事業」を始め
たことによって、これまで見えなかった“生活困窮者・社会的弱者” に
に必要な支援のあり方を考えるきっかけとなり、少しずつではあり
ますが、支援メニュー（フードバンク、シェルター、ゴミ屋敷清掃
のノウハウ等）を構築することができました。今後は、
「制服バンク
事業」や「ひきこもり支援」など、新たな支援策を講じていきたいと考えております。
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【事務局】 大牟田市社会福祉協議会
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【問合せ ☎ ５２－５６５６】
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身体測定

10:00～16:00

14 日（火）

にこにこ子育て

11:00～11:30

15 日（水）

赤ちゃんとほっとタイム

14:00～15:00

16 日（木）

リズム遊び

10:00～11:00

17 日（金）

離乳食教室

〃

栄養士相談
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身体測定

10:00～16:00

〃

※要予約
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保健師相談
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パパと遊ぼう～みんなでお絵かき～
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29 日（水）

ハイハイ・よちよち競争

10:30～11:30

30 日（木）

ふたごの広場

10:00～12:00

社協デイサービスふれあい処えいる
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【問合せ ☎ ５７－２５４１】

・ひとりひとりが主役 集い楽しみ役割を見つけ担う あなたらしさが活かせる えいる
・あなたにエールをあなたからのエールを 笑顔いっぱい心がふれあう あなたの居場所 えいる
・ありがとう お互いさま 元気発信拠点 えいる
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大牟田市保健福祉部福祉課長

☎0944‐32‐8851

ふれあい処えいるは、総合福祉センター３階に開設している地域密着型通所介護事業所です。
介護保険の認定を受けている方にご利用いただいています。
アットホームな雰囲気の居場所作りを目指し、安心して楽しくご利用い
ただけるよう、専門スタッフがサービス提供を行なっています。季節に
応じた外出の計画やボランティアさんを依頼し、数多くのイベントも開
催しています。

✰ギターボランティア“アッシー”さんによる演奏会✰

はじめまして
はじめまして。4 月から社会福祉協議
会の理事となり、常務理事に就任いた
しました大迫と申します。東京タワー
や一万円札、それに最近朝のテレビド
ラマで話題になった某インスタント
ラーメンと同い年で、還暦を迎えたばかりです。驚くの
はこれらの同級生たちが令和の世となった今でも未だ
にバリバリの現役であり、その役割を果たしながら、当
初からの輝きをまったく失っていないことです。私も負
けてはいられない、と勝手にライバル心を燃やしていま
す。彼ら（彼女ら）と共に少しでも社会の役に立てるよ
う、務めていきたいと思っています。とは言え、まずは
新人らしく新たな気持ちで社協の事業について一から
学んでいきたいと考えていますので、皆さんよろしくご
指導いただきますよう、お願いいたします。
さて最近、ニュースで車の運転誤りによる痛ましい事
故の報道をよく目にします。車は日々の通勤・買い物や
ハレの日のドライブなど、日常生活にもレジャーにも欠
かせない便利なツールです。大牟田のような規模の都市
では車の利便性は非常に高く、これが無いと日常そのも
のが成り立たなくなる方々もいるでしょう。私自身も原

大牟田市社会福祉協議会

常務理事

大迫

孝博

付や自動車を日常的に運転する身として、こうした事故
に無関心ではいられません。身体能力の衰えはだれの身
にも必ずやって来るものだ、と頭では理解していても
「その時」はまだまだ将来のことだ、と思ってしまう自
分がいます。ニュースは、便利さと危険性を天秤にかけ、
第三者の意見を素直に聞き、冷静に判断したうえで免許
返上の「その時」を決めるようにしたい、と考えるきっ
かけになりました。
私と同様、若いうちから運転を始めた方々は自らの運
転技術にも一定の自信を持っておられる事かと思います。
最近では事故の未然防止に役立つ様々な運転アシスト技
術が開発されていますが、それも現段階では運転者の補
助でしかありません。技術の進歩に期待したい反面、重
大な事故を起こす前に厳しい判断をすることも大事だと
思います。
こうした生活上の課題や困りごとは運転に限らず、日
常生活全般にわたって存在しています。社協に身を置く
こととなった者として、誰もが住み慣れた地域で安心し
て暮らし続けることが出来るよう、利用者ご本人の能力
発揮の手助けや支援等に、微力ながら努めてまいりたい
と考えています。どうぞよろしくお願いします。

日時：5 月 16 日（木）14:00～
場所：総合福祉センター３階和室
(懐メロに楽しいおしゃべり、脳トレ
クイズなど♪) 鑑賞自由です。
地域の方もお気軽にお越しください♬

令和元年初日の
昼食とデザート

5 月の予定
おもちゃの図書館くるりん
５月１９日（日）
10：00～12：00
総合福祉センター1F 多目的ルーム
57-2527

法務相談（要予約）
５月１５日（水）
13：30～15：30
総合福祉センター2F 相談室
57-2531
※先着１０名

【編集後記】 日頃の感謝を込めて、４月に両親を連れて旅行に行きました。阿蘇の大自然と美味しい料理
に心もお腹も満たされました。年齢を重ねるにつれて両親が居てくれることにありがたく思っています。
両親にはいつまでも元気でいてほしいです。
（地域福祉担当 若松）

登録ヘルパー & 学童保育所登録支援員(補助員)

たくさんのご応募お待ちしています！

募集中！

ヘルパーの資格は持っているけれど・・・

登録ヘルパー

「子供が幼稚園に行ってる時間だけでも、できるお仕事はないかな？」
「平日は無理だけど、土・日・祝日だけお仕事できないかしら？」

その希望、社協の「登録ヘルパー」で叶えてみませんか？
「登録ヘルパー」とは、家事や育児、趣味以外の「空いた時間」でお仕事ができる仕組みです。
ある子育てママ（20 代）の働き方をご紹介します。

-

【ホームヘルパーでの 1 日】
8:30 子供を幼稚園・小学校に送り出し後、出勤
9:00 A 様宅訪問（掃除・ゴミだし・デイ準備）
9:45 サービス終了
10:30 B 様宅訪問（お風呂掃除・調理）
11:30 サービス終了。
13:00 帰宅。子供のおやつを作りながら帰宅待ち
15:00 小学校・幼稚園から帰宅する子供を出迎え

【デイサービスでの 1 日】
8:45 出勤
9:00 利用者さん送迎
9:30 入浴介助・
レクリエーション補助
12:15 業務終了
13:00 帰宅
15:00 子供たちを出迎え

子供達が小さいうちは「いってらっしゃい！」と送り出し、「ただいま」と迎えるこ
とができる環境で育てたいと思っていました。学校行事の際も応援体制があり、しっかり参加できる
し、私の理想通りの働き方ができて満足です！

★お仕事する上で心配なことってありますよね。
＜例＞週に 2 日デイサービス（3.5 時間）と週に
大丈夫！その点もしっかりカバーしていきますよ♪
1 日ホームヘルパー（2.75 時間）に従事した場合
・デイサービス勤務
・土日祝日は、お仕事が難しいのですが・・・
（@950 円×3.5H×2 日／週）
⇒平日のみの業務も可能です！まずはできる時間から。
・ホームヘルパー
@1,000 円（生活援助）×2.75H／週
どうぞご安心を♪
★
手当額（参考）
★
・子育てに余裕が出てきたら、お仕事を増やせますか？
約 38,000 円／月
⇒もちろんです！平日のお仕事だけでなく、土日祝日のみお仕事
できる方も大歓迎！
ライフスタイルに合わせて、お仕事も充実させていけますよ。どうぞご安心を♪

【平成 30 年度 生活困窮者レスキュー事業活動実績】
❶食糧支援…年間 14,434 食 ❷日用品の支援…年間 30 件 ❸つなぎ資金貸
付…エアコン設置費立替など 1,605 千円（35 件）❹緊急時宿泊支援…109
千円（延 30 泊）❺ゴミ屋敷清掃活動…６件 ❻ひきこもり等の就労体験支援…
延５件 ❼一時緊急避難シェルター…年間 99 日間 ❽平成 30 年 7 月豪雨災
害支援…久留米市災害ボランティアセンターへ 236 千円分の資機材寄贈他

緊急食糧支援

緊急避難シェルター
緊急避難シェルター

ゴミ屋敷清掃活動

日用品等の支援

あたたかいお気持ちをありがとうございます！
4 月 11 日、「第９回イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」贈呈式に出席しました。
このキャンペーンはイオン九州が、エコロジー（環境）ローカル（地域還元）をテーマに、毎月 11
日イオンデーにおいて、黄色いレシートを応援する登録団体のボックスに投函し、その合計金額の 1％
をその団体に助成するものです。１年を通して、皆さ
ま方に応援していただいたおかげで、本会に 28,600
円、福岡県共同募金会大牟田市支会に 18,800 円分の
イオンギフトカードを贈呈していただきました。昨年
度は生活困窮者支援や災害に関する事業のために活用
し、多くの方々に喜んでいただきました。今年度も誰
もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることが
できる”まちづくり”のために有効に活用させていた
だきます。大変ありがとうございました。

【問合せ】福祉サービス担当：いけだ・まえはら ☎５７－２５４１（直通）

依存症に関する研修会を開催します

学童保育所登録支援員(補助員)
本会では、三池・高取・白川・大牟田中央小学校で、放課後や夏休み等に児童を預かる学童保育所・クラブ
を運営しています。子どもたちと楽しく過ごしながら、遊びや学習の見守りなどをするお仕事です。
【募集要件】
◆勤務時間
8：00～18：00 までの間の３～9 時間で勤務できる方
・平日の授業日
放課後～18：00
・学校休日･夏休等
8：00～18：00
◆資格･免許
健康で、子どもたちと一緒に楽しく遊べる方
無資格・学童未経験でも可
保育士・学校教員や保育士の免許がある方は優遇
◆時 給
本会規程に基づき支給

【問合せ】 総務（学童）担当：つつみ

☎５７－２５１９

依存症についてはメディアでも取り上げられ、身近な問題となってきています。生活支援相談室でも、
依存症を抱えている方や地域住民の相談を受けることが多くなってきています。今回は、依存症やその支
援機関、支援内容についての研修会を行い、相談のきっかけや支援の参考になることを目的に開催します。

テーマ『依存症との向き合い方～治療と多様なサポート～』
【日時】令和元年 6 月 15 日（土）10：00～12：00
【会場】大牟田市総合福祉センター ２階 大会議室
【内容】①依存症を支援する一相談機関として～大牟田市生活支援相談室の紹介～
②講演「依存症とは～アルコール・ギャンブル・買い物依存症～」
講師：NPO 法人ジャパンマック ジャパンマック福岡 管理者 岡田昌之さん
③閉会後、依存症に関する無料相談会を実施（要予約）
【申込み・問合せ】大牟田市社会福祉協議会 32-8851（生活支援相談室）

