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社 協 だより

ちくじょう
子ども食堂

社協では、子ども食堂を 5 月
26 日にオープンしました。こ
の子ども食堂は、ボランティア
さんや地域のみなさんから寄せ
られる善意で成り立っています。
今後も、第 2・第 4 金曜日に
開催しますので、みなさまご支
援、ご協力をお願いします。

この機関紙は、赤い羽根共同募金の配分金の一部で作成しました。

年度

その他の活動
による収支

築上町社会福祉協議会決算

施設整備等に
よる収支

みょうが

七月 文月

しゃりはんどく

梅雨時はうっとうしいなと思う季節ですが︑一つだ
茗荷
け大好物の茗荷の子が出てくるからうれしいと聞いた
ことがある︒走りの間はちょっと高いのですが︑七月に入ると安く
毎日出てきます︒茗荷はショウガ科の多年生草本で原産地は熱帯ア
ジア︒北側の日当たりのよくない場所に植えておくと︑何の世話も
してやらなくとも毎夏︑健気に短い花穂を出す︒そのままにしてお
けばやがて淡黄色の可憐な花を咲かせる︒
味噌汁の実によし︒素麺の薬味によし︒刺身のつまによし︒お浸
しによし︒生をただ刻んで花かつおをまぶし生醤油で食べるのが一
番簡単で酒も飲めるとの事︒茗荷といえば﹁物忘れ﹂のお話が出ま
すが︑心がけのよくない宿の主人が大金を持った客を見るとしきり
に茗荷を食べさせて︑翌朝︑その客が発った後で女房に﹁おい︑あ
れだけ茗荷を食べさせたのだ︒あの客︑何か忘れていったろう︒す｣
ると女房 そ｢ういえば宿賃を払い忘れて行きました︒﹂これはどなた
もご存じの
茗荷屋
と題する有名な落語です︒
“

平成

茗荷という名は︑釈尊の弟子の一人︑周利槃特に由来するとの事︒
槃特は生まれつき物覚えが悪く︑ときに自分の名前さえも忘れるの
で︑釈尊は彼の名を大書した札を与えた︒槃特はつねにこの札を背
に負うて歩き︑非常な精進を続け︑ついに悟道の域に達して世を去
った︒死後︑その墓所に名も知れぬ珍しい草が生えてきたので︑い
つも名を荷って歩いた槃特にちなみ︑この草を﹁茗荷﹂と名付け
た・・・・という︒真偽のほどは
良くわかりませんけれど︑とても
いいお話だと思いませんか︒
﹁茄子を輪切りにして茗荷と一
緒に胡麻油で炒め︑砂糖︑酒︑醤
油で濃いめに煮るとその美味しさ
におどろきます﹂と聞きました︒
裏庭で茗荷を探して作ってみたい
と思います︒
梅雨が明けると太陽の季節です︒
ご自愛の上︑元気にお過ごし下さ
い︒

（文とイラスト）
広報部会 大森 キヨ子
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勘定科目大分類
分
区

”

金 額
2,825,600
2,816,282
51,371,489
134,108,573
15,074,457
15,340,639
1,208,560
3,809
26,021
222,775,430
115,586,821
99,450,670
3,925,334
2,121,600
221,084,425
1,691,005
0
1,123,360
1,123,360
△1,123,360
7,103,078
7,103,078
7,103,078
3,391,190
10,494,268
△3,391,190
△2,823,545
8,211,301
5,387,756
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収入の部
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計
人件費支出
事業費支出
支出の部 事務費支出
助成金支出
事業活動支出計
資金収支差額
施設整備等収入計
収入
固定資産取得支出
支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
サービス区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

単位：円

2

広報部会
より

「親子わくわく電波工作教室」
を開催
広報部会

中村 信雄

私たちの生活の中で、 何となく電波の世話になって便利な
ことや、その器具の構成の中でもはんだ付けが重要なことをＤ
ＶＤで勉強しました。
築上町社会福祉協議会では子供たちの科学離れを無くそうと、
築上町児童館で電波工作教室を開催しました。ラジオエ作を通
して、電波に関する知識を習得し、将来的には、電波を使った
機器を自由自在に使えるようになればいいと、小学生１〜６年
生２３名と保護者９名の参加者で行いました。
総務省電波適正利用推進員協議会から組立キットを提供して
いただき、同協議会役員と日本アマチュア無線連盟福岡県支部
の役員さん方の指導の元、親子協働で製作にかかりました。
電波の知識習得には首をかしげておりましたが、ラジオの製作にかかると親子顔を突き合わせて一生懸命です。
基盤に部品を取り付け、半田ごてで部品を固定します。初め
てのはんだ付けで恐る恐る取り組んでおりましたが、終わる
ころには皆熟練工になっておりました。
はんだ付けが終わって、電池を差し込んでダイヤルを回し
ますと、聞こえたとの声が弾みました。聞こえないという人
もおりましたが、ちょっとした調整や、はんだ付け不良もあ
りましたが、全員聞こえて喜んでおりました。
このラジオは、ＩＣとトランジスタを使った高感度なもの
で、単３電池１本でイヤホンですが聞けますので、災害時に
も情報収集用として重宝されるものです。
電波の必要性、規則を守ることの大切さを理解していただ
き、電波の理解も深まって、更なる電波の活用で生活の便利
さに寄与できるものでしょう。
初めての経験で楽しかったので、記念に飾っておきたいので収納箱みたいなものは無いですかと質問がありま
したが、残念なことにありませんのでＤＩＹで作ってくださいと指導です。大事にしていただける様で面白く楽
しい思い出になれば幸いです。

３

母子父子家庭親子招待事業（築上町母子寡婦福祉会 共催事業）

プロ野球公式戦 野球観戦ツアー
福岡ソフトバンクホークス VS 千葉ロッテマリーンズ
町内の小学生〜高校生
までの母子・父子家庭
の親子２０名様をご招
待します。

日

対 象 者
定

No.

57

程

員

参 加 者

平成29年8月27日(日)

９：００自愛の家集合〜福岡ヤフオク！ドームへ

１３：００試合開始(Ｂ指定席)

町内在住の母子父子家庭の小学校1年生〜高校3年生の親子
親子２０名(先着順)

※なお、申込については1家族3名まででお願い致します。

1人

1,500円（昼食代、保険代込）

※申込期間7月3日(月)から電話にて申込受付を開始します。

申込・問い合わせ

築上町社会福祉協議会 ☎0930-56-2223
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

築上町子どもフェスティバル
第16回

“納涼祭”

今年も子どもフェスティバル「納涼祭」を開催します。おいしい夜店が
並び、ステージでは楽しい催しがいっぱいです。ぜひ遊びに来てください。
お待ちしています。
最後には小さな花火大会

※受付で名前を書いてください。保険の対象となります。

日時

平成29年8月5日(土)
17時〜20時

場所

築上町児童館 駐車場
★

のお楽し
み
んな
み

★

東築城保育園の園児による和太鼓
成恒子ども神楽
キッズチアダンスハピネスによるダンス
〜楽しい企画をしております〜
おにっこ児童クラブ、子育て支援センター
築上町児童館
による歌や体操など
問合せ
☎0930-57-4300
美味しいおもてなしの屋台も多数出店します
主催：築上町子どもフェスティバル実行委員会

お化け屋敷

（築上町大字湊 1280-1）

編 集後 記

広報部会
吉田 冨美代

暑さが日ごとに増し、
稲が田圃一面を緑一色
に染めています。
我が家のひまわりも
日に日に背を伸ばし蕾
も膨らんできました。
そして蝉の大合唱も始
まりました。
社協では夏休みに入
ると﹁自愛の家﹂での
学童保育が始まります。
子どもたちが﹃元気で、
仲良く、楽しく﹄そし
て事故なく過ごせるよ
う見守っていきたいも
のです。
これからまだまだ猛
暑がやって来そうです。
体調をくずさないよう
にくれぐれもご自愛く
ださい。

社会福祉法人 築上町社会福祉協議会
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があるよ！
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