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 4 年 2 月末現在

434 号

令和

ゆうあい

4年 4 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 72,613人
■ 65歳以上の人口（高齢化率） 21,888人（30.14％）
■ 75歳以上の人口（後期高齢化率） 10,981人（15.12％）
■ 15歳未満の人口（年少率） 9,611人（13.24％）

新型コロナウイルスに気を付けて
通いの場に参加するための留意点
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、地域のいきいきサロン活動や、ボランティア活動等を始
めとした
「小地域福祉活動」
にも大きな影響が出ています。
当会にも
「集まれないことで孤独を感じている」
「周りの様子や情報が入ってこない」
「家に引きこもるよう
になった」
など、コロナウイルスの影響を受け、多くの声が寄せられています。
感染予防に注意して、地域の皆で話し合いながら地域の 居場所 を作っていくことが重要です。
厚生労働省より
「通いの場に参加するための留意点」
が案内されていますのでご紹介します。

感染拡大を防ぐためのポイント
◇毎日の体温チェック
◇体調の悪いときは休みましょう
◇症状が無くてもマスクをしましょう
◇こまめな手洗い、消毒を心がけましょう
◇１時間に２回以上換気をしましょう
◇できるだけ間隔をあけましょう

飲食の際の注意点
◇できるだけ対面を避けるようにしましょう
◇料理や飲み物は個別に準備しましょう
◇できるだけ食器の使いまわしはやめましょう

体操など体を動かすとき
◇マスクを着けて運動をする際は無理をせず早
目に休憩を取りましょう
◇こまめな水分補給や室温調整をしましょう

地域で行われている取組みの工夫
◇屋外での活動に変更する
◇携帯のメールやLINEで連絡を取合う
◇名簿を作って健康状態をチェック
◇お弁当といっしょに手紙を配って見守り活動

新型コロナウイルスの影響が長引いているからこそ、地域
の
「つながり」
が求められています。
『3密』
を回避しながら
『親密』
な関係づくりについて、みん
なで考えてみませんか。
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編集・発行 ／ 社会福祉法人 行橋市社会福祉協議会

行橋市中津熊501

TEL.23-1111

FAX.22-2903

社会福祉法人行橋市社会福祉協議会 正規職員採用試験を下記のとおり実施します
１. 募集する正職員の業務及び採用予定
職種
社会福祉士
２. 勤務地

業務内容
・高齢者、障がい者、生活困窮者等の相談業務全般

採用予定者数
２名程度

行橋市総合福祉センターウィズゆくはし

３. 受験資格（以下の要件をすべて満たすこと）
①昭和 57 年４月２日以降に生まれた者（キャリア形成を図るため）
②社会福祉士資格取得者
③普通自動車免許（AT 限定可）を有する者
４. 試験日、試験種目、試験会場
試験日

試験種目

令和４年４月 24 日（日）９時〜

１）小論文、２）面接

試験会場
行橋市総合福祉センター ウィズゆくはし
行橋市中津熊 501・℡0930-23-1111

５. 提出書類（郵送又はご持参ください。但し、郵送の場合は簡易書留でお願いします。）
①履歴書（A３版規格・職務経歴書・自筆）
②受験資格の確認に必要な資格証書（写し）
③返信用封筒（長型３号）２通
※受験票及び合否通知を送付します。２通とも受験申込者の住所・氏名を明記し 84 円切手を貼付して下さい。
④提出先 〒824-0063 行橋市中津熊 501 番地 行橋市社会福祉協議会 地域総務課 総務係
⑤受付期間 令和４年４月１日（金）〜令和４年４月 15 日（金） 17 時必着
（但し、土、日、祝日は受付が出来ませんのでご注意下さい。）
６. 合格者発表

本人宛、7 日以内に書面で合否を通知します。（電話での問い合わせは不可）
※合格者につきましては、健康診断書を提出して頂きます。

７. 採用予定日

令和４年 6 月 1 日（但し、採用後６ヶ月間は試用期間、採用日の相談可）

８. 給与

本会の給与規程により支給（経験年数・昇給年１回）
賞与（年４.３月前年度実績）
その他、通勤手当等の各種手当を本会規定に基づき支給

９. 勤務体制

①勤務時間 ８時３０分〜１７時（休憩４５分）
②休日 土日祝日、年末年始
③休暇 本会就業規則に定める休暇（リフレッシュ休暇などの特別休暇）
④社会保険・健康厚生年金・労働保険へ加入

問合せ・連絡先

行橋市社会福祉協議会 地域総務課 総務係 繁永、中村、要
℡0930-23-1111（受付時間月曜日〜金曜日９時〜 16 時）

令和４年度行橋市社会福祉協議会賛助会員ご加入のお願い
昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で各イベントや事業が中止となる中、当会の活動の趣旨に対しまして、43 の団体様、
１名の個人様にご賛同いただき誠にありがとうございました。
当会では、高齢者や障がい（児）者をはじめ、市民の誰も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。これらの事業の財源は、行政からの補助金や受託金、共同募金、寄付金、そして賛助会費です。
住み慣れた場所で、見守り、支え合いができる地域づくりの展開を図るため、主に市内全区にわたり、高齢者いきいきサロンをはじめ、
地域福祉活動を進めており、その財源として賛助会費は使われています。
既にご入会の方は引き続き、また、未加入の方は制度の趣旨をご理解いただいたうえ、ご加入くださいますようお願い申し上げます。

会費の金額

造園サービス

●個人会員：一口

地域No.1目指します

草、刈ります! 取ります! 枯らします!

※お見積無料です。新規お客様は値引きさせて頂きます。
※継続利用でさらにお得なサービスあり!
※草刈り後除草剤散布も可能です。お気軽にお尋ね下さい。

庭木せん定・消毒で美しい庭!

※垣根の整え剪定等、定期的な枝透かしで美しい庭を保てます

その他、なんでも便利屋

・木々の伐採 ・片づけ処分 ・大掃除 ・ワックスがけ
・引越 ・家具移動 ・害虫害獣駆除等
☆ご相談下さい
＜＜＜ 受付時間 9：30〜17：30 ＞＞＞
TEL：0930-24-8866／携帯：090-5474-1823（宮本）

社会福祉法人

共生の里

夢活動センター行橋

1,000 円

●団体会員：一口

10,000 円

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
お仕事内容〔時給表示〕

行橋市内は無料送迎エリアです

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
※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）

ゆうあい Vol.434 2022.4 2

令和
4年度

障がい者パソコン教室開催のお知らせ
❷パソコン広場

❶パソコン講座
講師がマンツーマンで、ゆっくりしっかりサポートします。

パソコン講座で習ったことの復習やゲーム、インターネット

初級編から応用編までの内容にお応えします。

が自由に楽しめます。
・月300円でパソコンが使い放題です。

・完全予約制（チケット制）です。

◇対象者

・最長20時間

障がいをお持ちの方

・２時間400円・１時間200円の各チケットがございます。 ◇受

付

令和４年４月１日〜随時受付

◇場

所

ウィズゆくはし１階（パソコン教室）

◇定

員

25名（パソコン広場は定員なし）

パソコン教室の講師も募集しています!
あなたの空いている時間でOKです!

◇お問い合わせ

障がい者パソコン教室（担当：石丸・大道）
TEL 23-1111（内線：229）

◇担当対応時間

月〜金（13時〜17時）※祝祭日は除く

中京高齢者相談支援センター事務所移転のお知らせ

社協 事務所

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。

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 （実費施術は3０分3,０００円、45分4,０００円）

利用者さん募集中!
ご本人のペースで通所・作業ができるアットホームな作業所です♪
工賃:350円～750円／1時間
中作業（内職、洗濯など）
※作業内容によります。
外作業（洗車、草取りなど）
作業以外にもバスハイクや絵画教室など様々なプログラムがあります!
送迎もあります！
こすもす
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トイレ

●対象者様：要介護・脳卒中後遺症・車椅子利用・その他など自力での通院が困難な方
（ご自宅にお伺いし施術致します。
）
●初回無料体験実施中
●機能訓練や関節拘縮・麻痺・痛み・パーキンソン病・リウマチなどに。
●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。お気軽にお問い合わせ下さい。
（担当：鈴木・長意）

玄関

中京高齢者相談支援センター 経路図

医療保険適用の
在宅鍼灸マッサージ

社会福祉法人 共生の里 夢活動センター秋桜（就労継続支援B型）
〒824-0007 福岡県行橋市神田町9番8号 TEL:0930-55-2744

トイレ

ボランティア
センター

パソコン教室

ご存知
ですか？

廊下

中京高齢者
相談支援
センター

中京高齢者相談支援センター
ＴＥＬ：（0930）23-5616
ＦＡＸ：（0930）23-5619

センターホール

老人クラブ
事務所

この度、中京高齢者相談支援センターは令和
４年２月４日にウィズゆくはし館内１階（正面
玄関入って左手奥）に移転しました。
電話番号・FAX 番号などは、これまでと変
わりません。
詳細はセンターまでお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。

行橋駅から
徒歩8分♪

放課後等デイサービス

のどか（みやこ町豊津403-1）

お問い合わせ先：TEL0930-33-3390

FAX0930-55-8400

訪問マッサージって
知っていますか？
健康保険を使って自宅でマッサージが受けられます。

1回 585円〜

まずは無料体験でお試しください。

訪問マッサージ

とよ

行橋市大野井813

☎0930−37−2012

ありがとうございました
《 令和4年1月19日〜3月18日 受付分 》

人
主

香典返しとして

喪
住
所

有馬チヨエ
渡川 勝巳
加久 博之
工藤 住枝
鞘野 新一
田邊ハルミ
山﨑
誠
古賀 静江
福田キミ子

資

有馬 正人
蔵田さつき
加久 昭子
工藤 辰夫
鞘野チズ子
田邊
悟
山﨑 榮子
古賀真知子
福田 政治

業

上稗田
二塚
西泉一丁目
大橋一丁目
稲童
元永
稲童
西泉三丁目
金屋

金

掲載の了承を得られた方のみ︑お名
※
前を載せております︒

事

▼匿名・・・金一封をご寄付いただき
ました︒

▼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︒

▲ファミリーマート苅田バイパス港町店・苅田バイパス磯
浜店・苅田バイパス若久町二丁目店・・・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

小松 英成 小松 敏英 長木
大塚
昭 大塚 栄子 泉中央二丁目
奥村 好男 奥村由紀枝 西泉七丁目
小森 和子 小森 隆義 下崎
福田ユキコ 福田 修治 金屋
中村 幹男 中村 綾乃 今井
國永 義文 國永 初音 津留
向野 昌徳 向野 和子 門樋町
江島 凡夫 江島 照子 稲童
蒲生富士子 蒲生 次男 下検地
阿部 陽子 権藤喜美子 行事七丁目
佐々木久美 佐々木嘉和 行事三丁目
中村 三郎 中村 光子 今井
佐藤 京子 佐藤 和之 北泉二丁目
髙田 眞二 髙田 瑞穂 行事二丁目
吉武美智子 吉武 大輔 天生田
池上 義昭 池上 睦子 大橋三丁目
亀田
昇 亀田フミヱ 大谷
松下
寛 松下
誠 長尾
向山 良一 向山 勝子 南泉三丁目
田原 和子 屏
京子 今井
丸山佐恵子 丸山 秀雄 西宮市一丁目
平井 祐二 平井 淑子 南泉三丁目
久家トラ子 朝久 拓夫 元永
中森日出生 中森ヱイ子 入覚
原
眞治 進 きよか 大橋一丁目
髙石 忠明 髙石 潤子 大野井
出田ユミ子 出田
勉 吉国
池上 哲雄 池上 妙子 西宮市五丁目
石川 道彦 石川スミエ 行事二丁目
宮岡 艶子 宮岡 淳二 今井
岡野 順子 岡野 一弥 今井
七田 弘隆 七田 昭子 東泉三丁目
春山加代子 春山 秀人 泉中央一丁目
宮木トモ子 宮木
孝 寺畔
中山
満 島村 繁美 南泉二丁目
中山キヌヨ 中山 博美 南泉二丁目
岩生のり子 岩生 健治 行事四丁目

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

令和４年度 行橋京都戦没者合同慰霊祭
4 月 15 日（金）の令和 4 年度行橋京都戦没者合同慰霊祭につきましては、
新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、遺族会役員のみの参列と
させていただきますので、一般参列者の方の参列はご遠慮いただきますよ
うお願いいたします。また、送迎バスにつきましても運行いたしません。
ご理解の程宜しくお願い致します。
託児します
ままの手（子育て支援事業）
包丁研ぎます

この日に合わせて
お話しすることで、
リフレッシュしませんか？
楽になりませんか？

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。

４月15日㈮・４月26日㈫
５月20日㈮・５月31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。

受付は9時30分〜
先着25名になり
次第締切させて
いただきます。

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・水・金曜日
13時〜16時 （祝日除く）
■ 弁護士相談

４月13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。

４月14日㈭
13時〜16時 ５月12日㈭

■ 行政相談

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）

４月28日㈭
５月26日㈭

心配ごと相談

ご案内

傾聴ボランティアポピー
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