
ふれあいネットワークふれあいネットワーク 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる「福祉のまちづくり」



　今年も、市内８か所の保育所・保育園・認定こども園・幼稚園の年長さんが、「ぬりえ」に協力してくれま
した。
　蜷城保育所、志和保育所、杷木保育所、真愛保育園、青梅保育園、ひろにわ保育所、大福幼稚園、甘木幼稚
園の皆さん、ありがとうございました。集合写真や作品は、以下のとおり掲載しています（順不同・敬称略）。

令和３年度　事業報告と決算の概要

総合相談のご案内（9月～11月分）～お気軽にご利用ください～

基 本 方 針  

ご予約・お問い合わせは
☎22 - 7 8 3 4

決 算 報 告

赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いします赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いします

赤い羽根トピックス赤い羽根トピックス

◆開会行事
◆講演　
　講師：チーム道下　樋口敬洋 氏

　演題：「伴に走る　～信頼ときずな～」

・手話通訳、要約筆記あり　・無料託児あり【要予約：締切り９月１５日㈭】

みちした

とも はし しんらい

ひぐちたかひろ

10:00～11:40

◆パネル展示
　・福祉団体紹介

◆赤い羽根共同募金チャリティー抽選会（ガラポン）
　・抽選会参加費が寄付になります。
　　何が当たるかお楽しみに！

9:30～13:00

◆講師プロフィール
　1975年福岡市生まれ、歯科医師。
2011年道下美里選手と大濠公園で出会い、
ブラインドランナー（視覚に障がいがあ
るランナー）の伴走を開始。多数の大会
に出場し、日本記録、世界記録更新にか
かわる。現在も道下選手をはじめ、複数
の選手の伴走を行っている。

◆講演内容
　2021年東京パラリンピック女子マラソン（視覚障害
T12）の金メダリスト道下美里選手（太宰府市在住）の
伴走者の一人、樋口敬洋さんの講演です。
　歯科医師である樋口氏が、道下美里選手と出会い支援
をすることになったきっかけ、多くの大会にガイドラン
ナーとして参加し、伴に走ることで得られる信頼ときず
な、喜びなどお話しいただきます。

◆社協だより表紙◆
蜷城保育所
志和保育所
杷木保育所

◆令和４年度共同募金チラシ◆

真愛保育園、青梅保育園
ひろにわ保育所

◆社協ホームページ◆

大福幼稚園
甘木幼稚園

市報「広報あさくら」10月１日号
と一緒に配布予定

《ぬりえ作品》
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青梅保育園
ひろにわ保育所
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サロンについてのお問合せ・ご相談は…

朝倉市社会福祉協議会　TEL０９４６-２２-７８３４まで、お気軽にお尋ねください。

令和４年度

研修会を開催しました！
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株式会社ポルテ 様

美奈宜の杜地区社会福祉協議会 様
金川地区コミュニティ協議会 様
　　　　　　　　　　　　　　ほか

金川
地区

西村　陽子 様（姉　ミエ子 様）小　隈
矢野　 稔　様（父　一　臣 様）黒　川
内田ヤスヱ 様（夫　　充　 様）上秋月
唐川　宗雄 様（母　ミサヲ 様）屋　永
豊原　寿利 様（母　紀美子 様）上　畑
井本　慶剛 様（父　光　明 様）小　田
羽野　 剛　様（父　　進　 様）八重津
森田　 博　様（父　春　美 様）甘　木
品川　房子 様（夫　利　広 様）甘　木
篠原　暁夫 様（父　日出男 様）三奈木
木下　博孝 様（母　ミサカ 様）八重津
原田　啓市 様（義姉　アヤ子 様）菩提寺
井上　恵子 様（夫　正　和 様）中島田
田中　靜子 様（夫　繁　雄 様）頓　田
酒井　義文 様（祖母　スミカ 様）中島田
大場　正美 様（母　シズ子 様）馬　田
篠原　俊光 様（母　サヨ子 様）三奈木
坂井　茂幸 様（父　　茂　 様）古　賀
堀内　幸浩 様（父　一　則 様）下　浦
松井　榮子 様（夫　信　喜 様）頓　田
樋口由美子 様（夫　健　治 様）甘　木
川上　浩規 様（母　春　江 様）馬　田
白石　 博　様（母　昭　子 様）小　田
萩尾　昭子 様（夫　　勝　 様）菩提寺
池田　高徳 様（母　輝　香 様）比良松
牟田　 勝　様（母　ハツミ 様）屋　永
川原　弘文 様（母　須摩子 様）馬　田
井原　 靖　様（父　英　周 様）三奈木
吉田　政弘 様（父　　豊　 様）宮　野

有馬　歌子 様（夫　宗　行 様）小　隈
德永　順一 様（母　シスコ 様）烏集院
田生　峰子 様（夫　　明　 様）　堤
上野　忠治 様（父　完　一 様）甘　木
堀内　和子 様（夫　伸　彰 様）下　浦
白石　新吾 様（母　カズヱ 様）三奈木
稲葉ミツ子 様（夫　和　義 様）山　見
安武　 清　様（父　藤　満 様）金　丸
古賀　良典 様（母　サカヱ 様）馬　田
青井　公子 様（夫　信　七 様）古　賀
篠原　利治 様（母　照　子 様）板　屋
石井　和子 様（夫　健　介 様）甘　木
和田　美奈 様（夫　文　弘 様）甘　木
佐野　 昇　様（妻　ミヤコ 様）杷木赤谷
牧草美由紀 様（夫　一　夫 様）田　代
月俣　 薫　様（妻　カズ子 様）佐　田
大内田幸子 様（夫　良　幸 様）菱　野 
阿部恵美子 様（夫　定　行 様）杷木穂坂
佐藤　𠀋一 様（母　チエ子 様）三奈木
井上小夜子 様（夫　　勝　 様）屋　永
德田ミユキ 様（夫　啓　輔 様）甘　木
岡　　悦子 様（従妹　桒野キヨ子 様）小　田
林　　文男 様（母　千恵子 様）鵜　木
池田　静子 様（夫　辰　雄 様）屋　永
井上　幸子 様（夫　義　人 様）中　原
保坂　 徹　様（母　春　枝 様）荷　原
原田　玉惠 様（夫　昭　人 様）平　塚
齊藤　茂雄 様（妻　絹　子 様）長　田
深見　文夫 様（母　文　子 様）長　田

水城　利昭 様（母　マサ子 様）田　島
坂田　明孝 様（父　章　好 様）馬　田
菅原　貞男 様（妻　生　子 様）甘　木
唐川　孝文 様（母　朝　香 様）屋　永
三笠　一義 様（母　ハマコ 様）徳　渕
緒方　研一 様（母　マサ子 様）甘　木
井上　久雄 様（妻　富　子 様）甘　木
松岡　正司 様（妻　マサ子 様）相　窪
増本　明美 様（母　空閑 操 様）林　田
床嶋トシカ 様（夫　信　隆 様）草　水
山﨑　勇治 様（妻　伸　美 様）甘　木
永松　廣幸 様（母　ミナエ 様）杷木池田
森　　秀昭 様（母　ミネ子 様）入　地
唐川　章子 様（夫　宗　雄 様）屋　永
大楠　茂美 様（父　茂　樹 様）頓　田
池田　隆則 様（父　純　二 様）甘　木
近藤カズ子 様（夫　雄　三 様）持　丸
今村淳一郎 様（父　經　雄 様）古　賀
坂田　知亮 様（母　美代子 様）馬　田
柴山ヤス子 様（夫　隆　夫 様）　堤
森田奈保子 様（夫　長　幸 様）頓　田
林　　信孝 様（大叔母　ヨシ子 様）甘　木
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株式会社ポルテ 様

美奈宜の杜地区社会福祉協議会 様
金川地区コミュニティ協議会 様
　　　　　　　　　　　　　　ほか

金川
地区

西村　陽子 様（姉　ミエ子 様）小　隈
矢野　 稔　様（父　一　臣 様）黒　川
内田ヤスヱ 様（夫　　充　 様）上秋月
唐川　宗雄 様（母　ミサヲ 様）屋　永
豊原　寿利 様（母　紀美子 様）上　畑
井本　慶剛 様（父　光　明 様）小　田
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篠原　暁夫 様（父　日出男 様）三奈木
木下　博孝 様（母　ミサカ 様）八重津
原田　啓市 様（義姉　アヤ子 様）菩提寺
井上　恵子 様（夫　正　和 様）中島田
田中　靜子 様（夫　繁　雄 様）頓　田
酒井　義文 様（祖母　スミカ 様）中島田
大場　正美 様（母　シズ子 様）馬　田
篠原　俊光 様（母　サヨ子 様）三奈木
坂井　茂幸 様（父　　茂　 様）古　賀
堀内　幸浩 様（父　一　則 様）下　浦
松井　榮子 様（夫　信　喜 様）頓　田
樋口由美子 様（夫　健　治 様）甘　木
川上　浩規 様（母　春　江 様）馬　田
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石井　和子 様（夫　健　介 様）甘　木
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阿部恵美子 様（夫　定　行 様）杷木穂坂
佐藤　𠀋一 様（母　チエ子 様）三奈木
井上小夜子 様（夫　　勝　 様）屋　永
德田ミユキ 様（夫　啓　輔 様）甘　木
岡　　悦子 様（従妹　桒野キヨ子 様）小　田
林　　文男 様（母　千恵子 様）鵜　木
池田　静子 様（夫　辰　雄 様）屋　永
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齊藤　茂雄 様（妻　絹　子 様）長　田
深見　文夫 様（母　文　子 様）長　田

水城　利昭 様（母　マサ子 様）田　島
坂田　明孝 様（父　章　好 様）馬　田
菅原　貞男 様（妻　生　子 様）甘　木
唐川　孝文 様（母　朝　香 様）屋　永
三笠　一義 様（母　ハマコ 様）徳　渕
緒方　研一 様（母　マサ子 様）甘　木
井上　久雄 様（妻　富　子 様）甘　木
松岡　正司 様（妻　マサ子 様）相　窪
増本　明美 様（母　空閑 操 様）林　田
床嶋トシカ 様（夫　信　隆 様）草　水
山﨑　勇治 様（妻　伸　美 様）甘　木
永松　廣幸 様（母　ミナエ 様）杷木池田
森　　秀昭 様（母　ミネ子 様）入　地
唐川　章子 様（夫　宗　雄 様）屋　永
大楠　茂美 様（父　茂　樹 様）頓　田
池田　隆則 様（父　純　二 様）甘　木
近藤カズ子 様（夫　雄　三 様）持　丸
今村淳一郎 様（父　經　雄 様）古　賀
坂田　知亮 様（母　美代子 様）馬　田
柴山ヤス子 様（夫　隆　夫 様）　堤
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林　　信孝 様（大叔母　ヨシ子 様）甘　木
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