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令和３年１２月に約１，７００株のパンジーを植えました。 
とても元気の良い花で、寒い冬も枯れることなく春を迎えてくれました。暖かく
なってきたので、散歩のついでに立ち寄ってみてください！ 

小竹町ボランティア連絡協議会の
みなさまに毎年ご協力いただき、
総合福祉センター前の花壇に花を
植えています。 



(2)   第 6 1 号 社　　協　　だ　　よ　　り 令和4年4月1日

法人・大口募金  718,058円 

資材募金（３種類）  101,100円 

募 金 の 内 訳 

令和３年度目標額 

令和３年度も皆様からお寄せいただいた募金は、町

内に住む高齢者・障がい者・母子家庭や様々な手助

けを必要としている方のために役立っています。 

令和３年度実績額 

戸 別 募 金 1,162,030円 

歳末たすけあい募金運動 

福岡県共同募金会小竹町支会 
電話(62)-2028  FAX(62)-0964 総合福祉センター内 

街  頭  募  金  38,697円 

その他の募金  14,987円 

〈報告〉募金総額を右記の施設

に配布いたしました。 



令和4年4月1日 社　　協　　だ　　よ　　り

一井工業(株)九州工場 実相寺 ファッションステージ　フクナガ

仕出しの　いのや (有)ジャーマンベーカリー 古川　都瑠公

エイト電研 ショップ　わたなべ 古野自動車

一機工務店 清水商会 富士開発(株)

一滴建具ガラス建材 下田川衛生(有) 扶桑興産(株)

(3)   第 6 1 号

(有)アクチティブ企画ふくちや小竹事業所 古藤建設 ハラガ住宅機器

(株)アーチ電工 御徳団地進出企業連絡協議会 (株)ハラ工業

池組(有) JA直鞍小竹支所 福寿商会(有)

(株)アリオ建設工業 (株)金剛製作所 パリ―美容室

生田川通商(株) (有)三晃空機工業所 福栄産業(株)

ビューティーサロン　エンゼル (有)スズキ中央販売 グループホーム　みずき

岡重機建設(株) 大國運送(株) 緑産業(有)

エーアンドシー(株) 信光鉄工 理容　ベルサンファミリー

円照寺 末廣印刷 (有)三浦電設

甲斐材木店 髙倉米店 酒倶楽部　やの

(有)梶原設備工業 タカハタプレシジョン九州(株) (株)やまそう

尾上　カズ子 (株)大新 峯岡　準子

尾上　禮子 太平洋工業(株)九州工場 (有)みやわかエステート

介護老人保健施設きんもくせい (株)筑豊ダイヤ 吉武産業(株)

カーサービス　くが 筑豊日通プロパン(株) (株)ランチサービス

パナックスカトー(有) 立山　利博 山本ブロイラー(有)

肝付　幸一 田原商店 豊運輸(株)

幸文社印刷(有) 装い館　豊崎 和田創芸

社会福祉法人障がい者支援施設小竹学園 (有)ナラズ 和田鉄工

社会福祉法人　久住会 (有)寺岡環境サービス 龍屋寺

(有)景光園 (株)トップQ (株)ロジックス福岡物流センター

小竹町歯科医師会 (有)野見山設備

小竹町商工会 (有)長谷川建設

小竹町役場互助会 (株)英建設

(有)小竹古森組 特別養護老人ホーム新多園 渡辺電器商会

小竹葬祭 新多郵便局

小竹町医師会 美容室　nicoro

小竹町建設協力会 直方自動車整備協業組合

令和３年度 共同募金にご協力いただいた
法人並びに篤志家ご芳名（敬称略）順不同 
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学童保育指導員（パートタイム）の募集について 
 

 町内各小学校敷地内に設置された学童保育所にて、児童を放課後や土曜日、 

 長期休業日等に預かり、遊びや生活指導をおこないます。 

  【募集要件】 

   ・児童の教育に知識、経験及び熱意のある人 

   ・保育士又は教諭免許を取得している人 

  【勤務条件】 

  ◎勤務日数：週２日～４日程度 

  ◎勤務時間：午後３時から午後７時まで（下校時間等で変更あり） 

          長期休業日及び学校行事による振替休業日は午前７時３０分 

          から午後７時までのうち５～６時間程度 

  ◎休日：日曜日、祝日、お盆、年末年始、年次有給休暇 

   ※配属された学童内でのシフト制です。勤務時間、日数等相談に応じます。 

   ※詳細については、小竹町社会福祉協議会までお問い合わせください。 

南学童保育所 

西学童保育所 

北学童保育所 

お誕生日会でゲームをしまし
た。バケツの中に紙の玉を入
れます。 
ねらいをさだめて・・・ 
入るかな～！？ 
どんな遊びの時でも元気いっ
ぱいでにぎわっています♪ 

とても頼りになるお姉さんたちが３月で卒所してしまうの
で、みんなさみしいです。お誕生日会の後、全員で記念
に写真撮影! ! パシャ～ッ！ 
これでさみしくなってもすぐに思い出せますね♪ 

クリスマス会の出し物で、 
男の子たちが「うどん体操」
を披露。好きなうどんの絵を 
書いて胸に張って踊ってくれ
ました。最初は緊張していま
したが、だんだん楽しくなっ
てきたようです♪ 
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小竹町社会福祉協議会では、毎月第２・４

金曜日（祝日は変更）に無料で法律相談を

行っています。 

受付時間 ：８時３０分から１３時００分  

        （電話受付及び予約不可） 

相談時間 ：１３時００分から 

相談場所 ：町総合福祉センター 

弁護士による法律相談のお知らせ 

どなたでも無料で利用できる、福祉巡回バスひ

まわり１号（青色ワゴン）と２号（白色バス）が町

内を巡回しています。 

【運行日】月曜日から金曜日の平日 
※土曜日は１号が１便から３便まで、２号が２便から

４便まで運行します。 

【運休日】日曜日、祝日、8/13～8/15、12/29～

1/3は運休です。 
※自然災害等で予告なく運休する場合があります。 

福祉巡回バス（ひまわり号） 

小竹町社協ホームページ 社協だよりのお問い合わせ 

 社会福祉法人    

小竹町社会福祉協議会 

小竹町大字勝野3362番地 
 （小竹町総合福祉センター内） 

電話：６２－２０２８   FAX：６２－０９６４ 

email : kotakesyakyo@fukuoka.ne.jp 

小竹町社会福祉協議会のホームページを

開設しています。社協の活動状況や情報を

今後も更新していきますので、ぜひご覧くだ

さい。 

 

ホームページＵＲＬはこちら↓↓ 

http://kotakesyakyo.jp 

小竹町社会福祉協議会では、高齢者等の日常生活における買い物支援を行うため、行き
は各地区の集合場所からトライアル小竹店まで、帰りは自宅までの送迎を行っています。
今回は、本町区と赤地区の利用者さんにお話を聞いてきました。 

   町内を周らず直接 
 家に帰ってくれる。おかげで
長い時間座っておかなくて 
いいから身体が楽です。 

利用者さんの声 

利用者さんの声 

利用者さんの声 

利用者さんの声 

  自分では重くて運べない物
でも買い物支援を利用すれば
重たい物は運んでくれるので 
本当に助かってます。 

一人暮らしだから毎週楽し
みにしている。便利が良いし、
今の運転手さんも前の運転
手さんも本当に親切です。  

家までの坂道は歩くの
が大変だったけど、運
転が上手で細い道でも
家の近くまで行ってくれ
るから助かる。 
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令和３年度『宮若市・鞍手郡ボランティア連絡協議会』に参

加しました。各地区の活動報告があり、小竹町からは「ふ

れあい電話（やまびこ）」が代表し、成り立ちや日頃の活動

等を発表しました。活動報告の他に体操なども行われ、他

の地区の方々と意見交換や交流を図ることができました。 

ボランティア連絡協議会への加盟を検討している、もしくは各団体への
加入を希望される方は、小竹町社会福祉協議会までご連絡ください。 

災害ボランティアセンター 

設置運営訓練（直鞍地区） 

   新型コロナウイルス感染予防対策として下記にご協力をお願いします。 

  1. 体調が優れない、発熱等の症状がある方はご利用を控えてください。  

  2. 来館前の検温や入館時の手指の消毒 

  3. 受付にて来館者名簿へ記入 

  ご自身と周りの方の健康のため、ご協力をお願いします。 

総合福祉センターを利用される方 

ボランティアセンター経験者やスタッフの方々による、被災者からの依頼の受け方、ボラン

ティアセンターでの一連の流れを実践しいていただき、とても充実した訓練となりました。 

令和３年１２月福岡県社会福祉協議会が実施

する、ボランティアセンターの運営に関する

実地訓練に、直鞍地区の社会福祉協議会と

施設や団体、企業等が参加しました。 

１月に開催されたおはなし会。 紙芝居や人

形劇なども行われ 、子どもも大人もとても楽

しんでくれました。小竹町児童館では年に数

回、絵本の読み聞かせや英語教室なども開

催しています、ぜひ遊びにきてください。 
※ 感染状況により開催されない場合があります。 

小竹町児童館おはなし会 


