だれもが心豊かに暮らせる地域社会づくりをめざして !
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行橋市社会福祉協議会だより

行橋市の人口表
令和 3 年 1 月末現在

427 号

令和

ゆうあい

3年 3 月号

住民参加のもと
関係機関や団体と協働して、
高齢者や障がいのある人、
児童をはじめ、すべての
地域住民が安心して
心豊かに暮らすことができる
福祉のまちづくりを
目指しています。

■ 行橋市の総人口 73,033人
■ 65歳以上の人口（高齢化率） 21,845人（29.91％）
■ 75歳以上の人口（後期高齢化率） 10,770人（14.75％）
■ 15歳未満の人口（年少率） 9,720人（13.31％）

声の見守り訪問事業

コールサービス利用者募集

コロナ禍での孤独・孤立を解消します！
「外出する機会がなくなった」「いつも家にいて人と話すことがない」など、新型コロナウィ
ルスの影響で、人とのつながりが希薄になっている中で、一人暮らしの高齢者や、高齢者同士
の世帯など、見守りが必要な方に向けて、毎週火曜日に社会福祉協議会に登録したボランティ
アが電話での見守り・安否確認や困りごと、心配ごとの相談、話し相手になることで孤独感
の解消を目指します。
「電話がつながらない」「いつもと様子が違う」など必要に応じて民生委員さん等の関係者
と連携して直接見守りを行います。

・実 施 日

毎週火曜日

・実施方法

登録ボランティアによる電話での声掛け、見守り

・利 用 料

無料

・協力ボランティアの紹介
女性ボランティアもくせい・・・福祉施設等での高齢者支援活動
朗読の会・・・市報の音声訳CDを作成・配布、朗読発表会など
くさ笛会・・・社会福祉協議会だよりの音声訳CDを作成・配布、
読み聞かせ活動や障がい者とのふれあいなど
お問合せ

行橋市社会福祉協議会 地域総務課 地域福祉係

TEL：0930‐23‐1111

事
事 務
務 員
員 募
募 集
集
業

務

内

容

事務作業全般（Word、Excelが使用可能な方）
来客者の受付対応

雇

用

形

態

臨時職員

給 与 ・ 手 当

時給865円・通勤手当

勤務時間・休日

8：30〜17：00（シフト制） ※勤務時間は相談に応じます。
土日、祝日、年末年始、年次有給休暇

資

普通自動車免許（AT可）

格

お問い合わせ

1

行橋市社会福祉協議会
TEL 23-1111

地域総務課

編集・発行 ／ 社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

地域福祉係（担当：中村）

行橋市中津熊501

TEL.23-1111

FAX.22-2903

ありがとうございました
《 令和３年1月19日〜2月14日 受付分 》

泉校区老人クラブ泉寿会
▼泉寿会一円募金として︑
一万円をご寄付いただき
ました︒
お仕事増加につき 就労継続支援B型利用者の方募集中
（障害者分野）
ご本人のペースで通所できる作業所です
みやこ町は送迎可能エリアです
お仕事内容〔時給表示〕 作業時間 / 9：45〜11：50・13：00〜17：00
★草刈
（委託作業）
★内職
★ハウスクリーニング等
★ポスティング

社会福祉法人

700円〜
400円〜
600円〜
600円〜

共生の里

★洗車
（中古車販売店）
★草刈・草取
（個人宅等）
★公共施設・ビル（委託）清掃
★工場内造園作業

700円〜
600円〜
800円〜
800円〜

夢活動センター行橋（就労継続支援B型）

【連絡先】TEL 0930−24−8866 【携帯】080−3907−8309

ご存知
ですか？

訪問エリア 行橋市・苅田町・築上町・みやこ町
※対象者様は、相談のみや無料体験だけでもお気軽に!

在宅訪問三村治療院 ☎0930−25−0543
行橋市道場寺1618-1

縦
㎝

4.3

実物大です

■広 告 料/1回 1枠 10,000円（回数は自由に選べます）
■掲載内容/社会福祉事業・介護保険事業・障害者自立支援
事業・医療事業に限ります。
■申し込み/申込書に記入の上郵送又はファックスで受け付
けております。
■お問い合わせ先/☎23-1111 FAX22-2903
■ゆうあいは、毎月発行され、各戸に配布されます。
■また、当社協のホームページにも掲載いたします。

傾聴ボランティアポピー

鍼・灸・マッサージ
（実費施術は６０分５,０００円）

特別支援学級（学校）の子供たちの
放課後等デイサービス
保護者様へ
のどか では

「人とのつながり」を
大切にしています。

のどか

放課後等デイサービス
（みやこ町豊津403-1）
お問い合わせ先：TEL0930-33-3390 FAX0930-55-8400

託児します
ままの手（子育て支援事業）
包丁研ぎます

3月25日㈭
お話しすることで、
この日に合わせて
楽になりませんか？
リフレッシュしませんか？ 受付は9時30分〜

毎週水曜日13時から15時の
間の1時間程度で傾聴を致し
ます。
※事前に予約をお願いします。

3月19日㈮ 3月30日㈫
● 時間
● 料金

9時〜16時
1時間 500円

※必ず前日までに受付をしてください。

依頼託児もしています。
※時間、料金は上記のとおりです。
必ず1週間前までに受付をして
ください。

1人2本まで
料金 1人 200円
※包丁の引取りは
11時10分までに
お願いします。

大工ボランティア
年輪

■ 一般相談

月〜金曜日（祝日除く）

13時〜16時

■ 弁護士相談 3月10日㈬
13時〜16時30分

※弁護士相談は一般相談を
受けた後で予約できます。
電話予約はできません。

■ 行政相談 3月11日㈭
13時〜16時

この機関紙は、赤い羽根共同募金の配分金・寄付金によって作成しています。

お問い合わせ先
ウィズゆくはし☎㉓１１１１

① 訪問傾聴
（個人宅・施設等）
② 対面傾聴
（ウィズゆくはしで、
お話しましょう）

先着25名になり
次第締切させて
いただきます。

心配ごと相談

ご案内

横9㎝

医療保険適用の
在宅療養マッサージ

●対象者様：後期高齢加入で、寝たきり/車椅子/杖歩行など自力での通院が困難な方
（ご自宅や老人ホームにお伺いし施術致します。）
●初回無料体験実施中
●脳梗塞後遺症など、機能訓練や関節拘縮・麻痺・痛みなどに。
●利用料金：1割負担で1回350円前後（障害者医療証の方は1ヶ月500円）

※見学・体験のみも可能です。お気軽に問い合わせください。
（担当：PSW鍋山）

広告募集中

香典返しとして

ファミリーマート
苅田バイパス磯浜店
苅田バイパス港町店
苅田若久町二丁目店
▼ゆくはし第２ふれあいの
家の利用者に恵方巻をご
寄付いただきました︒

故 人
喪 主
住 所
三津木ツル子 三津木良一 中央二丁目
村上
勝 上田 順子 徳永
野口 博幸 野口 美和 南大橋二丁目
西谷 幸造 西谷 章代 千葉県八千代市
池田智津子 池田 寛樹 高瀬
玉江 秀章 玉江 和子 金屋
久恒 孝行 久恒 慎吾 泉中央四丁目
小野 孝江 小野 英男 行事一丁目
中野 宏昭 中野 寿栄 高瀬
野村 繁己 野村 光夫 西宮市四丁目
竹本ミヤ子 竹本 清香 中央二丁目
中島 義治 中島 義孝 元永
氏原美小代 氏原 秀
行事三丁目
佐藤 軍司 佐藤 靖代 西宮市五丁目
新野
厚 新野 厚治 大野井
掲載の了承を得られた方のみ︑お名
※
前を載せております︒

つぎのかたがたより寄付をいただきました。心から厚くお礼申し上げます。
いただきました浄財、品物につきましては、ご芳志を充分尊重し、有意義に使わせ
ていただき、ご寄託のご趣旨にそいたいと存じます。
（敬称略）
お問い合わせは、行橋市社会福祉協議会へ ☎231111
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