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いよいよ今月から、ボランティアセンターの広報誌を発行致しました！この広報誌では、ボランテ
ィア活動に関するお役立ち情報や現在の活動状況などを皆様にお伝えし、活動のサポートや活性化を
目指しています。 

また、皆様からの情報を随時お待ちしております。皆さんの力でかけはしを作りあげましょう！ 
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第１１回・大工ボランティア養成講座 

受講者大募集！ 
 

 
独居、又は高齢者世帯、障がい者、母子家庭

などで「大工さんに頼むほどではないちょっと
した家の修理」のお手伝いをしてくださるボラ
ンティアの養成講座を開催致します。 

 
〈詳細〉 
 日時：６月 11 日～12 月 17 日（全 14 回） 
    毎月第 2、４日曜日 13：３０～15：30 

 場所：ウィズゆくはし ゆうの家２階 

 主催：行橋市社会福祉協議会       

tel：23-1111 

 後援：大工ボランティア「年輪」 

 定員：20 名 

 

 

 

 

「平成 29 年度身体障害者体育大会」 

に参加してきました！ 
 

  
５月３日、博多の森運動場にて行われた身体

障害者体育大会に、ボランティアとして登録団
体の「ゆくはし手話の会」より２名、社協より
職員２名がそれぞれ参加しました！当日は、手
話の会の方々のきめ細やかなサポートもあり、
選手の皆さんがそれぞれ全力で競技に励む姿
を目にすることができました。 
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いきいきサロンやデイサービスなどで、培ってきた
様々な芸能活動を披露しています。活動は和楽器演奏
からカラオケ、舞踊など幅広く、各地で活動を行って
います。 
 
◆活動内容 芸能活動の披露、活動教室の開催 
◆会員数  247名 
◆定期活動 各部門によって活動日が異なる。 
 

 

  
    

   
   

   

 活動 紹介 芸能ボランティア 

 

 

 
 
朗読の会と同じく、音声訳活動をしているボランテ

ィア団体です。市内の小学校で月に 1度読み聞かせボ
ランティアも行っています。 

 
◆活動内容 社協広報誌「ゆうあい」の音訳 CD作成、

配布、読み聞かせ 
◆会員数  14名 
◆定期活動 毎月第 3土曜 
◆場 所  ウィズゆくはし 
 

 活動 紹介  くさ笛の会 

 

現在登録されているボランティア団体の活動を
ご紹介します。 

 
 
 視覚障がい者、目の不自由な方などに向けて、行橋
市の市報や京築風土記を朗読し、CDを作成、送付する
ボランティアです。 
 
◆活動内容 市報、京築風土記の音訳 CD作成、配布 
◆会員数  1４名 

◆定期活動 毎月 14日及び月末 

◆場 所  ウィズゆくはし 

 

 活動 紹介  朗読の会 

 
 
デイサービス等福祉施設において、お茶や昼食準備

の補助を通じて高齢者支援を行っています。その他に
も、朗読の会、くさ笛の会と共に、独居高齢者宅へコ
ールサービスを行っています。 

  
◆活動内容 高齢者支援、コールサービス 
◆会員数  31名 
◆定期活動 毎月第１月曜（定例会） 
◆場 所  ウィズゆくはし 

 活動 紹介 女性ボランティア もくせい 

 
 
中途失聴者や難聴者を支援するため、要約筆記をし

ているボランティア団体です。その他にも聴覚障がい
に対しての啓発活動も行っています。 

 
◆活動内容 中途失聴者、難聴者への要約筆記による

活動支援 
◆会員数  16名 
◆定期活動 毎週火曜 
◆場 所  ウィズゆくはし 
 

 活動 紹介 要約筆記サークルたんぽぽ 

 
  
行橋市の花いっぱい運動を推進し、花の苗を育て、

市内の各団体へ配布する活動を行っています。 
 
◆活動内容 花苗の育成、配布、路側帯花壇の整備  
◆会員数  29名 
◆定期活動 花の育成状況に応じて活動 

◆場 所   今川沿い路側帯花壇、行橋市環境課事業   
      所そば圃場 
 

 
 

    

  

    

 活動 紹介 花とみどりの会 

行橋市ボランティア連絡協議会 
 

 行橋市ボランティア連絡協議会とは、各種
ボランティアを行う 10 団体が協力、連携し、
ボランティア活動を活性化するために組織さ
れた団体です。月に 1 度の定例会において、
各団体の情報共有や活動状況等について会議
を行う他、活動に関する研修や先進地視察を
行っています。 

 
 
 
 

ボランティア連絡協議会 

加盟団体 
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身体障がいなどで外出が困難になった人の同行支援

や、生きがいづくりを目的としたあそびり村教室の支
援を行うボランティアです。 
 
◆活動内容 障がい者、高齢者の外出支援、生きがい  
      づくりの支援 

◆会員数  16名 

◆定期活動 月・水・金曜日（あそびり村教室） 

◆場 所  地域ケア複合センター（あそびり村） 
 

 活動 紹介 介助ボランティア ひまわり 

 

 

 
 
 行橋市の環境整備活動として、JR行橋駅周辺の清掃
を行っています。 
 
◆活動内容 行橋駅周辺の清掃活動 
◆会員数  28名 

◆定期活動 年に数度行橋駅の清掃  
◆場 所  行橋駅周辺 

 活動 紹介 虹の会 

 

 

 

 

 
 
行橋市街の環境整備キャンペーンや会員同士の生涯

学習、生きがいづくりのための研修活動を行っていま
す。 
 
◆活動内容 行橋清掃キャンペーン、会員研修など 

◆会員数  38名   

◆定期活動 活動の打ち合わせ、近況報告会など 
◆活動場所 行橋駅周辺など各種公共施設 
 

 

 活動 紹介 

   

 

 

 美夜古はつらつサークル 

 

ボラ連 

加盟団体 

 
 
いきいきサロンやデイサービスで人気のレクリエー

ションを広め、市内に推進する活動をしています。 
 

◆活動内容 レクリエーションの指導、普及活動 
     
◆会員数  15名 
 
◆定期活動 依頼者の希望に応じて随時活動する 
 

 活動 紹介 行橋市レクリエーション協会 

 
記事の掲載を希望される方へ 

 
かけはしへの情報掲載をご希望の場合は、

ボランティアセンターまでお気軽にお問合せく

ださい。原稿の締切りは広報誌発行月（４月・７

月の前月 10 日になりますが、事前に訪問や問合

せをさせていただきますのでなるべくお早めに

ご連絡ください。 

 

【問合せ】  
行橋市ボランティアセンター 
Tel:0930-23-1111 
 

ボランティアセンター登録団体 
ボランティア連絡協議会に加盟している団体以外にも、特技

を持ったボランティア団体はまだまだあります！ 

お問い合わせはボランティアセンターまで！ 

 
次回はボランティアセンター登録 
団体のご紹介をします! 

 
次回かけはしは 7 月に発行予定です。 

今回紹介しきれなかった、ボランティアセンター 

登録団体を次号にて紹介する予定です。 
 
 各団体とも、それぞれのテーマを持って熱心に活動

を行っている団体ばかりです！ 
 
 今回新規に登録して頂いた団体も登場しますので 
お楽しみに！ 

tel:0930-23-1111
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 重度の身体障がいにより、外出が困難な方を目的地ま
で送迎する運転手（有償ボランティア）の講習会を開催
します。 
 
 
◆日程 未定（決定次第お知らせ致します。） 
 
◆内容 障がいに対する理解、運転に対する技能などを 
    実際に運転を行い、講習します。 
 
◆備考 ７０歳未満で運転が好きな方、得意な方を対象 
    とします。送迎は、社協の車を利用します。 

福祉有償運送運転者講習会 開催のお知らせ 

 
 福岡県の実施する事業や取り組みについて説明のた
めの講座を開催します。 
 
◆日 程 平日、土日、祝日 10時～20時の間に 
     実施。（12/29~1/3を除く） 

◆料 金 無料 
◆申込み 講座のテーマを選択し、「ふくおか県政出

前講座申込書」に必要事項を記入した上、
希望日の１か月前までに県民情報広報課に
申し込み  

連絡先  〒812‐8577 福岡県庁県民情報広報課広
聴係 

講座テーマ一覧についてはボランティアセンターに設置し
てあります。 

 

ふくおか県政出前講座 

 
NPOやボランティアと、企業、行政などが行う、優

れた協働の取り組みを表彰します。 
 
◆事業名称 平成 29年度ふくおか共助社会づくり表 
      彰（県知事表彰） 
◆募集期間 平成 29年４月３日～６月 30日 
◆応募方法 自薦、又は他薦。応募用紙に必要事項を

記入の上、福岡県 NPO・ボランティアセ
ンターまで郵送、又は持参すること。 

◆問合せ  福岡県 NPO・ボランティアセンター 
      〒812‐0046 福岡県博多区吉塚本町 
      13－50 福岡県吉塚合同庁舎 5Ｆ 
      Tel 092‐631‐4415 
            Fax 092‐631‐4413 
 
 

 

平成 29 年度ふくおか共助社会づくり表彰 
 

お知らせ 

 
小学校１年生～３年生までの児童を対象に夏休み期

間中に学童保育を行います。児童のお世話をする指導
員の先生を３名募集致します。 
 
◆日 程 ７月 20日～8月 31日 
     （土日、祝日、お盆期間、出校日はお休み） 
◆内 容 夏季学童保育「めだかの学級」での学習 

指導 
 
給与、条件など詳細は社会福祉協議会（23‐1111） 
までお問合せください。 

 

めだかの学級 指導員大募集 ‼ 

活動助成 

 

平成 29年度地域ボランティア活動 
支援のための助成事業 

１、西部ガスボランティア助成プログラム 
２、福岡県職員互助会ボランティア助成プログラム 

 
◆助成対象  地域で住民の主体的参加に基づく 
       ボランティア活動を行っている 

団体で一定の要件を満たすもの。 
 
◆助成金   上限 30 万円 
◆助成団体数 30 団体程度  
 
◆申請期間  平成 29 年 4 月 3 日～5 月 26 日 
◆問合せ   社会福祉法人福岡県社会福祉協議会 
       地域福祉部 共生社会推進課 
       Tel 092-584-3377 
             Fax092-584-3369 
 

 
「福祉のお仕事」ホームページが機能強化しリニュー
アル!! 
 
スマートフォンやタブレット等から求職活動が可能

となり、より利用しやすくなりました。 
また、2017年 4月より「離職時介護福祉士等届出

制度」がスタート!! 対象資格をお持ちの方は届け出
ることが努力義務となりました。 

 
◆対象資格 介護福祉士/介護職員初任者研修/ 
      介護職員実務者研修/旧介護職員基礎 
      研修/旧ホームヘルパー養成 1･2級課程 
 
  

    
    

    

京築地区福祉人材バンク 


