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市民の皆様からいただいた寄付金及び会費等を活用し、次のような事業に取り組みました。
ご協力いただき誠にありがとうございました。

　歩行機能や認知機能の改善に効果のある運動を各
地区で実施し、延べ１,４２２人の方の参加があり
ました。

(田代地区ふまねっとの様子)

ふまねっと運動事業

　児童センターと連携し、子育て中の親子が気軽に
集える場の提供を行いました。

ふれあい・いきいきサロン

(消防署見学の様子)

　各町区でのふれあい・いきいきサロンの開催を推
進し、７４町区で延べ２３３回実施されました。

(平田町ふれあい・いきいきサロンの様子)

(絵画講座の様子)

　身体障害者手帳をお持ちの方の自立をサポートす
るため、機能回復訓練や各種講座、福祉・生活相談
を実施しました。

身体障害者福祉センター

　夏まつりやシャボン玉実演実験ショー、クリスマ
ス会等を行い、延べ３８０人の方の参加がありまし
た。

児童センター

(クリスマス会の様子)

　保育施設等への送迎やお迎え後の預かり等、延べ
１，６４８件の利用がありました。また、会員養成
講座を行いスキルアップを図りました。

ファミリー・サポート・センター

(幼児安全法初級講座の様子)

子育て支援センター
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　子ども達の健やかな育成を支援するため、町区の
遊具等の新設・改修に助成しました。

福祉サービス利用援助事業

(儀徳町　シーソー新設)

　判断能力が不十分な方に福祉サービスの利用手続
きや日常の金銭管理等の支援を行いました。

(援助活動の様子)

(セラピューティック養成講座の様子)

　ボランティア養成講座を実施し、既存団体のスキ
ルアップを支援しました。

ボランティアセンター
　個人、団体、自治会、法人等多くの皆様から　　
８，０１４，２７０円のご協力をいただきました。募金は各
種福祉事業に活用されました。

赤い羽根共同募金

(サガン鳥栖ホームゲーム募金活動の様子)

児童遊園地等遊具等助成事業

受託金収入

経常経費補助金収入
50,312,369

37,218,000

会費収入
5,392,150
寄付金収入
3,711,474

前期末支払資金残高 6,231,393
積立資産取崩収入 1,651,000

貸付事業収入
99,000
事業収入
207,767

受取利息配当金収入
5,098

その他の収入 255,000

施設整備等補助金収入
　　　　　　  297,000

合

計
円

105,380,251

 

合

計
円

105,380,251

法人運営事業
27,417,577

当期末支払資金残高 9,555,853
退職手当積立基金預け金支出 

1,281,040
積立資産支出
 1,985,649

固定資産取得支出
 2,466,221

市受託事業
30,393,784

県社協受託事業
6,270,623

地域福祉活動事業
26,009,504
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　　井邉　洋子
　　毛利　仁之
　　及川　宗吉
　　他１名

　　松本　脩
　　久保　好弘
　　増岡　靖子
　　吉竹　惇子
　　松本　貴記
　　木村　利予
　　池上　明子

　　陣内　枝水子
　　宮本　徹夫
　　䅏田　欣伍
　　井上　重利
　　松雪　信昭

井邉　洋子　洋子
　仁之毛利
　宗吉及川及川
名他１

　脩松本松本　脩
　好弘久保久保
　靖子増岡増岡
　惇子吉竹吉竹　惇子
　貴松本松本　貴記
　利予木村

子　明子池上

　枝水子水子陣内陣内
　徹夫宮本

䅏田　欣伍　欣伍䅏田
井上　重利井上
　信松雪　信昭

鳥栖地区　
　元町
　　井邉　洋子
　　毛利　仁之
　　及川　宗吉
　　他１名
　秋葉町
　　中村　尚生
　　松本　脩
　　久保　好弘
　　増岡　靖子
　　吉竹　惇子
　　松本　貴記
　　木村　利予
　　池上　明子
　本通町
　　村山　一章

鳥栖北地区
　本町
　　陣内　枝水子
　　宮本　徹夫
　　䅏田　欣伍
　　井上　重利
　　松雪　信昭

　
　　

田代地区
　田代昌町
　　鈴木　重彦
　　他１名
　
　
　田代外町
　　江島　貞夫
　　荒木　文夫
　田代大官町
　　樋口　喜美恵
　　轟木　享
　　山内　茂稔
　　鬼塚　多美子
　永吉町

弥生が丘地区
　
　　今村　悦子

田代地区地区田代

　多美子鬼塚

弥生 地区が丘地区弥生が丘

　布津原町
　　 鈴木　正美

田代地区
　田代昌町
　　鈴木　重彦
　　他１名
　田代新町
　　１名
　田代外町
　　江島　貞夫
　　荒木　文夫
　田代大官町
　　樋口　喜美恵
　　轟木　享
　　山内　茂稔
　　鬼塚　多美子
　永吉町
　　岩谷　武

弥生が丘地区
　柚比町
　　今村　悦子

　　佐藤　勝江

　　鈴木　登美子

　　堤　英喜

　　髙尾　隆二
　　佐藤　憲一

　　時田　義光
　　吉田　俊明

佐藤　勝江

鈴木鈴木　登美子

堤　英喜

髙尾　隆髙尾　隆二
佐藤　憲一

　義光時田時田
吉田　俊　俊明吉田

若葉地区
　神辺町
　　佐藤　勝江
　　島　哲之
　　岡本　久榮
　　鈴木　登美子
　古賀町
　　堤　英喜

基里地区
　飯田町
　　髙尾　隆二
　　佐藤　憲一
　　他１名

麓地区
　養父町
　　飯田　博成
　桜ヶ丘町
　　岡部　嘉和
　　時田　義光
　　吉田　俊明

　　廣重　新興
　　廣重　雄剛
　　野田　晧一
　　古賀　素晴
　　古賀　和隆
　　赤松　隆利
　　野田　正憲
　　大塚　玲子

旭地区
　儀徳町
　　廣重　新興
　　廣重　雄剛
　　野田　晧一
　　古賀　素晴
　　古賀　和隆
　　赤松　隆利
　　野田　正憲
　　大塚　玲子

日本赤十字社社費　　6，226，500 円（令和３年６月 15 日現在）

日本赤十字社社費にご協力ありがとうございました。

　皆様からお預かりした日本赤十字社社費は、救急法講習会や火災などの
災害時見舞金及び見舞品、また国際活動として、各国赤十字社と協力し、
紛争や自然災害等で苦しむ人々への救援活動に有効に活用されています。

フードバンク事業への協力のお願いフードバンク事業への協力のお願いフードバンク事業への協力のお願いフードバンク事業への協力のお願い
　本会では、支援機関（鳥栖市や鳥栖市教育委員会等）が自立
に向けて関わっている世帯に対し、支援機関の職員を通して食
品の提供を行っています。安定した事業運営のため、ご家庭で
眠っている食品がありましたら、寄付をお願いいたします。
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

【地域の皆様から受付できる食品】
・常温保存可能な食品
・未開封の賞味期限内の食料品
例えば…玄米、乾麺類、乾物、レトルト食品等

※氏名の許可をいただいた方のみ
（順不同・敬称略）で掲載しています。
令和3年6月15日現在

その他団体等
　鳥栖市役所部課長会
　鳥栖市民生委員児童
　委員連絡協議会
　鳥栖市社会福祉協議
　会職員一同

その他団体等
　鳥栖市役所部課長会
　鳥栖市民生委員児童
　委員連絡協議会
　鳥栖市社会福祉協議
　会職員一同



第２回

ボランティア保険のご案内

災害ボランティアへの登録をお願いします

地域福祉講座（災害ボランティア）を開催します
防災や災害ボランティアについての講座を行います。

ボランティア活動保険：ボランティア活動中の事故による怪我や損害賠償責任を補償します。

保険料 基本プラン
天災・地震補償プラン

350 円
500 円

保証期間：
年度末まで

ボランティア行事用保険：ボランティア行事の参加者のケガや主催者の損害賠償責任を補償
                                       します。
　詳しくは、『ふくしの保険』ホームページをご覧いただくか、鳥栖市社会福祉協議会へお問い合
わせください。

随時募集中

　本会では、鳥栖市及び近隣市町で災害ボランティアの取り組みが必要になったときに迅速
かつ効果的に支援活動を行うため、個人・団体の登録制度を設けています。

災害ボランティア登録までの流れ
　本会に登録申込書を提出いただくと、災害ボランティアとし
て登録いたします。申込書は本会でお渡しできます。
　また、本会ホームページからダウンロードできます。
（ボランティアの事前準備として、活動日前日までに社会福祉
協議会にてボランティア活動保険の加入をお願いします。保険
料は３５０円です。本年度は令和４年３月３１日まで有効です。）

災害ボランティアの様子

第２

地域福祉講座（災害ボランテティア）
防災や災害ボランティアについての講座座を行います

防災クロスロードゲーム、
災害対応について

豪雨災害（大町町での災害）
を中心に講演、炊飯

日時：令和３年１０月２６日（火）
　　　１３：３０～１６：００
場所：鳥栖市社会福祉協議会
講師：NPO法人　福岡被災地前進支援
　　　　理事長　吉田　敦　氏
　　　一般社団法人　九州防災パートナーズ　
　　　　代表理事　藤澤　健児　氏
内容：防災クロスロードゲーム、災害対応について
　　　※防災クロスロードゲームとは阪神・淡路大
　　　震災で災害対応に係わった、神戸市職員への
　　　インタビューをもとに作成されたカードゲー
　　　ム形式の防災教材です。

申込方法
申込方法：QRコードで入力いただくか電話で受け付けます。
　　　　　電話番号　85－3555
申 込 先：鳥栖市社会福祉協議会
申込期限：１０月１２日（火）
皆さまの参加をお待ちしております。

日時：令和３年１１月　２日（火）
　　　１３：３０～１６：００
場所：鳥栖市社会福祉協議会
講師：大町町地域おこし協力隊　
　　　　公門　寛稀　氏
　　　日本赤十字社佐賀県支部職員
内容：令和元年８月の豪雨災害（大町町
　　　での災害）を中心に講演いただき
　　　ます。
　　　また、災害救援用炊飯袋（ハイゼッ
　　　クス）による炊飯を行います。

第１回
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活動日時：毎週金曜日 13：30 ～
活動場所：社会福祉会館 2 階
活動日時：毎週金曜日 13：30 ～
活動場所：社会福祉会館 2 階

鳥栖ふれあい手話サークル鳥栖ふれあい手話サークル
　ボランティアに興味のある方、趣味
を活かしたい・空いた時間を活用して
何かしてみたいという方、楽しみなが
ら一緒に活動してみませんか？
　他にも様々な団体が活動されていま
す。興味がある方は、鳥栖市社会福祉
協議会までお問合せください。
　　　　　　　　　　　　☎85-3555

　現在、１６団体が登録されており、様々な場所でボランティア活
動に取り組まれています。どのような団体があるのかを紹介します。

活動活動活動
活動活動活動

　聴覚障害者との交流を
とおして、手話を勉強し
ながら、学校での講話等
を行っています。

第３３回　ふれあいスクール参加者募集第３３回　ふれあいスクール参加者募集第３３回　ふれあいスクール参加者募集
障害者スポーツを体験してみよう障害者スポーツを体験してみよう
　障害者スポーツ体験や当事者からのお話、障害をもった方と共に活動して
いる講師を招き、ふれあいスクールを実施します。体験、講話を通して障害
者福祉について考えてみませんか？
　皆さんのご参加をお待ちしています。

対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生
定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　
　　　　 定員を超える応募があった場合は調整することがあります。
日　程　令和３年８月３日
時　間　各日とも９時３０分～１５時

弁当、水筒、体育館シューズ持参 )
内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。

　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、
　　　　住所、電話番号を入力し、お申込みください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し
　各自体温を測って来館してください

対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生
定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　

定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。定員を超える応募があった場合は調整することがあります。
日　程　令和３年８月３日日　程　令和３年８月３日日　程　令和３年８月３日日　程　令和３年８月３日日　程　令和３年８月３日日　程　令和３年８月３日日　程　令和３年８月３日日　程　令和３年８月３日日　程　令和３年８月３日
時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時時　間　各日とも９時３０分～１５時

弁当、水筒、体育館シューズ持参弁当、水筒、体育館シューズ持参弁当、水筒、体育館シューズ持参弁当、水筒、体育館シューズ持参弁当、水筒、体育館シューズ持参 )
内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。

　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し
　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください　各自体温を測って来館してください

対　象　鳥栖市内在住の小学５年生～中学３年生
定　員　小学生１５名、中学生１５名　計３０名　
　　　　※定員を超える応募があった場合は調整することがあります。
日　程　令和３年８月３日 (火 ) ～８月６日 (金 )（４日間）
時　間　各日とも９時３０分～１５時
会　場　鳥栖市社会福祉会館
参加費　無料 (弁当、水筒、体育館シューズ持参 )
内　容　ボッチャ、車いすスラロームをみんなで体験します。
申　込　下記のＱＲコードよりお申込みください。
　　　　学校名、学年、児童氏名（ふりがな）、性別、保護者氏名、
　　　　住所、電話番号を入力し、お申込みください。
締　切　令和３年７月２３日（金）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用し
　各自体温を測って来館してください
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貸出物品が増えました！貸出物品が増えました！貸出物品が増えました！貸出物品が増えました！
レクリエーションで使える用具や福祉教育教材が新しく増えました。
サロンや学校等での福祉教育でご利用いただけます。

レクリエーション用具

福祉教材

…サロンでのレクリエーションなどに

…学校での福祉教育授業などに

妊婦疑似体験
おもりのタイプが
選べます

高齢者疑似体験
小学生用と成人用（中学生～）
のセットがあります

思い出カルタⅤ
昭和30～40年代の曲
やフォークソングが
中心のカルタ

白黒ゲーム
従来のマスより少ない
6×6＝36マス。
短時間でオセロゲーム
が楽しめます

すきやきじゃんけん
グループに分かれ、
じゃんけん！
一番早く5種類の
カードをそろえた
グループが優勝

ドッヂビー（ソフトディスク）
ウレタン素材の当たっても
痛くないディスク

ディスキャッチャー
・トラベラー
ディスクを使っての
ゴルフのゴールゲーム

スルットカーリング
みんなで楽しめる卓上
カーリングゲーム

釣りっこ
床から浮いた隙間に
竿のフックを引っか
ける釣りゲーム



《支援内容の問い合わせ》鳥栖市ファミリー・サポート・センター
〒841-0051　鳥栖市元町 1228 番地 1
TEL 0942-81-5477（平日 9:00 ～ 17:00）

　鳥栖市が発行する子育てクーポン券を使用し、無料で児童センター
での一時預かりの支援を受けることができます。

【交付対象者】　鳥栖市に住民票があり、令和３年４月１日以降に出産した方、
　　　　　　　出産予定の方、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに
　　　　　　　母子健康手帳の交付を受けた方
【クーポン券の内容】　新生児１人あたり１時間利用券を２０枚（２０時間分）
【利用期間】　令和３年４月１日～令和４年３月３１日まで
【利用条件等】　・生後３か月から小学校３年生までの児童が対象
　　　　　　　・利用時間は９時～１５時（土日祝日、年末年始除く）
　　　　　　　・託児場所は児童センターのみ

鳥栖市ホームページ

子育て・教育

育児・子育て支援

鳥栖市子育て支援クーポン券発行事業
TEL 0942-85-3552（鳥栖市こども育成課）

クーポン券取得方法や詳細はクーポン券取得方法や詳細は

鳥栖市が発行する子育てクーポン券を使用し、無料で児童
での一時預かりの支援を受けることができます。

子育て支援クーポン券使用できます子育て支援クーポン券使用できます

８

日　　時　８月17日（火）　①10時～11時30分　②12時30分～14時
場　　所　鳥栖市社会福祉会館　
対　　象　未就学児と保護者（上のお子さんも参加できます）
参加人数　各回 先着３０組
参 加 費　無料
申込み方法　　QRコードの申込みフォームよりお申込みください。
　　　（詳細入力後　送信　⇒　承認画像　確認　⇒　申込み完了　⇒　申込み完了メール）

申し込み期間　7月15日（木）~定員になり次第終了
　　　　　　　　　　　（QRコードで申込みできなくなります）

※ご不明な点がございましたら、お電話でお問い合わせください。
お問合せ：鳥栖市児童センター
電　　話：８５－３６１６

ドッジボールや卓球などをしたり、
宿題をしたりして過ごします。

対　　象　小学１年～６年生 
日　　時　月～金曜日 14時から16時50分
　　　　　※夏休み等学校の長期休業中は、
　　　　　　時間等を変更する場合があります。
場　　所　鳥栖市社会福祉会館 体育館・作業室・
　　　　　集会室・図書室・遊戯室
利用方法　申込み登録が必要です。

日　時　毎週土曜日　９時～15時30分
　　　　（祝日・年末年始除く）
　　　　※会館内は飲食できません。（水分補給可）
　　　　（中庭・公園は可）
場　所　鳥栖市社会福祉会館　
対　象　鳥栖市在住の中学生・高校生
定　員　1６名（予約不要）
※来館時は、必ずマスクを着用してください。


