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公益社団法人　福岡市シルバー人材センター

会員の皆さまのご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

　高齢社会の進展に伴って、シルバー人材センターへの期待が年々高まる中、福岡市シ

ルバー人材センターの会員数は、本年３月末で6,838人となっていますが、市内の60歳

以上人口に占める会員の割合（粗入会率）は、1.6％程度で「人がいないので、仕事の依

頼を断った」という話も聞きます。

　労働力人口の減少などにより、今後ますます高まっていくシルバー人材センターに対す

る期待に応え、地域に根差したシルバー人材センターへと発展していくためには、就業領

域の拡大とともに、会員の拡大が重要な課題となっています。

　福岡市シルバー人材センターでは、本年度の会員拡大目標を7,200人としていますが、

会員拡大は、会員のお一人お一人にその重要性をご理解いただき共有していくことが大切

です。みなさんのご協力をお願いします。

　福岡市シルバー人材センターでは、女性会員の更なる拡大を図って、本年１２月１日に

「輝く女性の集い」を開催します。会員の方も会員でない方もお誘いあわせの上ご参加く

ださい。詳しくは本号折込のチラシをご覧ください。

地域に根差したシルバーを目指して
会員拡大～本年度7,200人を目標～
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１２月１日「輝く女性の集い」を開催
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中央区
■ 開催日時（一部校区開催済）
　❶平成３０年９月から順次開催
　❷校区単位（一部合同）で、
　　合計１１カ所で開催
　❸校区ごとに地元公民館等で開催
■ 概　　要
　❶地域班長挨拶並びに連絡事項
　❷委員長挨拶並びに３０年度事業実績報告
　❸会員の現況報告と意見交換会
■ 各地域班長よりご案内いたしますので、
　奮ってご出席ください。

地域懇談会開催地域懇談会開催

城南区
■ 開催日時：1０月１５日（月）・１６（火）
　　　 　 午前の部　午前1０時～
　　　 　 午後の部　午後１時～
　　　 　 （地域班を４グループに分けて実施）
　 場　　所：城南市民センター
■ 概　　要
　❶事業報告（平成３０年４月～９月）
　❷安全適正就業報告
　❸特別講座『終活セミナー』
　❹グループ別懇談会・内容発表
　❺『未就業者向け就業相談コーナー』開設

南　区
■ 開催日時：９月１３日（木）午後２時～
　 場　　所：南出張所会議室
■ 概　　要
　❶シルバーセンターの現状
　❷３０年度の事業について
　❸今後の行事予定
　❹互助会サークル活動の紹介
　❺会員の現状報告と意見交換
■ 今後、地域別９月２０日～１０月１８日
　まで計４回開催
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博多区
　
■ 開催日時（一部開催済）
　 

東　区
■ 開催日時
　本年度の地域懇談会は、４ブロックに分けて開催
　されています。
　終了したブロックもありますが、今後予定のところ
　は多数の参加をお願いします。

■小林委員長などから事業活動報告、事故発生状況
　の説明、派遣業務の説明などと出席者による情報
　交換が行われました。
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❶北　部（７地域）･･･　
　　　　　　　　　　
❷中部A（１２地域）･･･

　　　　　　　　　　
❸中部B（８地域）･････

　　　　　　　　　　
❹南　部（７地域）･････

　　　　　　　　　　 　

６月２日（金）           
コミセン和白 参加者３１名
７月２５日（火）
なみきスクエア 参加者４７名
９月２０日（木）
なみきスクエア 参加者２５名
１１月１６日（金）
東出張所会議室　

西　区早良区
■ 開催日時：９月１２日（水）午前１０時～
　 場　　所：有田公民館
■ 概　　要
　❶波多江委員長の挨拶
　❷事業報告
　❸意見交換
■  今後開催される地域は次の通りです。
　（一部校区開催済）
　 原：１０月２４日、原西Ⅰ・Ⅱ：１１月９日、
　 飯原：１１月１５日、
　 四箇田Ⅰ・Ⅱ：１１月２７日

1
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3

■ 概　　要 
　❶委員長・副委員長・班長挨拶
　❷会員の自己紹介
　❸博多出張所配分金ベストテンなどの報告
　❹行事日程説明
　❺安全・適正就業報告
　❻会員からの質問、要望、提案などの意見交換

❶東月隈Ⅰ・Ⅱ、席田･････････････

❷那珂南Ⅰ・Ⅱ･･････････････････････

❸板付北Ⅰ・Ⅱ、弥生･･･････････････

❹三筑・宮竹･･･････････････････････････

❺那珂Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ･･････････････････････

１１月
１２月
１月
２月
３月

2

3

　
■ 開催日時：９月１８日（火）午前１０時～
　 場　　所：サイトピア第一会議室　
　 参 加 者：２３名

1

■ 概　　要
　 ❶事業実績（４～７月）
　❷安全適正就業について
　❸合同地域懇談会開催について
　❹シルバー普及キャンペーン
　❺シルバーフェスティバル
　❻会員増加運動
　❼大塚製薬の講演
■ 今後の予定
　１１月１９日（月）７地域

2
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写真は有田Ⅰ・Ⅱの地域懇談会の様子です。
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福祉・家事援助サービス班全体会議

若林会員　ねんりんピックに出場決定

ちゅうおうく中央区
　９月１３日（木）午

後１時３０分から中

央出張所会議室に

おいて、平成３０年

度福祉・家事援助

サービス班全体会

議が４２名の出席で開催されました。

　渡辺委員長の挨拶の後、久保明美会員の体験

発表があり、就業先の高齢者の熱中症予防に気を

配ったことなどが発表されました。

　続いて川野生活支援事業責任者より、現在展開

中の生活支援型訪問サービスについて、詳しい解

説と注意点の説明があり

ました。

　最後に櫻井専任担当

理事より「明るいあいさ

つ」など、就業に当っての

注意事項の説明があり、

質疑応答と意見交換をし

て閉会しました。

　７月２６日（木）に開催された「福岡市高齢者将棋

大会」において、中央出張所事務補助職員の若林哲

夫会員が有段者の部で見事優勝し、来年９月に和歌

山県で開催される「ねんりんピック和歌山２０１９」

に出場することが決定しました。

　中央区の予選を抜群の強さで勝ち上がり、福岡大

会でも優勝して「ねんりんピック」への切符を手にし

たのであります。

　若林会員は小学六年の頃に父親から将棋の手ほ

どきを受け、その後急速に能力を開花させ、現在は

アマチュア四段の棋力だと言うことです。

　若林会員の「ねんりんピック」での活躍を期待致

しております。

　

広報委員　大津 英世

親睦旅行実行委員会

みなみく南区

　８月３日（金）午前１０時から小会議室において、

実行委員８名が参加し第２回実行委員会を開催し

ました。第１回目で実施日１１月１３・１４・１５日に

決定。行先は「朝倉方面」で検討の結果、会員負担

額が増えるため、第２案の宗像方面で、９時大橋駅

東口付近出発～宗像大社～道の駅むなかた～民宿

しらいし（１２時２０分～１４時３０分まで鐘崎漁港

の新鮮魚介類を味わいながら宴会・カラオケ大会

等で２時間１０分楽しむ）～帰路（大橋駅東口付近

１６時２０分着予定）。他、旅行責任者３名、個人

負担額３,０００円

（１,０００円程度の

お土産付き、実質個

人負担２,０００円

程）などを決定し終

了しました。

　８月３日（金）午後１時３０分から南出張所会議室

において、３６名が出席して開催されました。安村委

員長、本部から渡部監事の挨拶に続き、櫻井専任

担当理事から福祉・家事援助サービス憲章で、

「さしのべよう福祉の手と心」について詳細に説明

がありました。

　講座は、講師に第

一薬科大学医学博士

小武家優子氏の講演

で「口からはじまるア

ンチエージング」と題

し、歯の喪失、唾液の

減少、嚥下力の低下、

ドライマウス、８０２０

（８０歳で２０本以上

保つ）、生活習慣で一

口２０回以上ゆっくり

福祉・家事援助サービス班全体会議

かむ、唇・頬・舌の健口体操のやり方など詳しく

話がありました。最後に質疑応答があり、有意義

な会議は終了しました。　　　　　　　　　

広報委員　水田 國生

えんげりょく
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駐輪場で女性会員が活躍

城南健康麻雀教室立上会じょうなんく城南区

　４か所の駐輪場に４名の女性会員が活躍して

います。早朝５時半から深夜１２時半までの４～５

交代勤務ですが、女性会員には深夜勤務をさせ

ないように配慮しています。

　梅林駐輪場勤務の横田会員は「パソコン操作

もパターンが決まっているので慣れました。１日５

時間で、月に１０日の勤務で楽です。書類記載も少

なく、力仕事もないので他の女性の方にもお勧め

したい」とにこやかに話されていました。

男性ばかりの中に女性が加わると職場が和らぎ、

とても雰囲気が明るく

なっています。女性会員

の就業職種や活動状況

なども知ることができ、

会員同士の輪が一層広

がってきています。

ご希望の方は出張所に

ぜひ問合せ下さい。

　８月１日（水）午後

４時から参加者１９

名で「城南健康麻雀

教室」立上会が開催

されました。従来、ノー

トレ会（麻雀サーク

ル）が３０名を超す

会員で活動していますが、「手と頭を使う麻雀は認

知症予防に良い」「麻雀を知らない会員にノートレ

を」との提案で今回の立上会に至りました。

　橋本委員長の挨拶に続き参加者の自己紹介で始

まりました。「初めて麻雀牌を見ました」「親から麻雀

は絶対しないようにと言われていたが、その親も今は

いないので･･･」との言葉に皆さん大爆笑でした。

　講師代表の原理事から「今日は麻雀牌を見て触

ってもらうだけです」との話にも、配られた資料を

開き、牌を触りながら「どう揃えるの？」、「上がる

って何？」、「どうやったら上がれるの？」などと興

味津々。幸先の良いスタートになりました。

広報委員　小寺 勇吉

地域班長会議

入会説明会

さわらく早良区
　早良出張所に於いて８月２３日（木）地域班長会

議が開催されました。波多江委員長から配分金（対

前年比１０２．２％）、会員数(１０９５名、目標１１００

名)、事故発生状況（民間請負０）等の事業実績報告

（実績数値は７月末現在）、地域懇談会、女性会員

のつどい（９月２０日）、日帰り旅行（１１月２１日、２２

日）等のスケジュール、健康診断の報告書提出依頼

等がありました。

　井上専任担当

理事からは事故

の無いよう呼び

かけが有り、また

仕事が有っても

就業する人が見

つからない事が

結構あるので、会

員を増やしてい

きたいと説明が

ありました。

　早良出張所で８月

２１日（火）入会希

望者１３名の参加で

入会説明会が開催

されました。まず大

﨑副委員長による

「入会までの流れ」の説明があり、続いてスクリー

ンを使ってビデオ放映がありました。また、吉冨副

委員長から「シルバー人材センター会員のしおり」

を基に説明の後、活発な質疑応答がありました。

　今回の説明会で登録

手続きを済ませた参加

者は、８月３０日（木）

新入会員基礎研修会

に参加後に、会員証・

会員手帳の交付が行な

われました。　　　

　

広報委員　金田 博保
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東グランドパークゴルフ同好会

公園除草関係者緊急会議開催

ひがしく東区

　８月１０日（金）午後４時から公園除草関係者緊

急会議が本部主催のもと東出張所会議室で開催さ

れました。

　出席者は、原・江口・福江専任担当理事、渡部監

事を始め本部業務課、各センター長と担当者及び

各出張所の除草班長など３５名でした。

　平成３０年度刈払機による賠償事故発生件数が

７月末現在６件と４か月で前年度１年分になってい

ることを受けての緊急会議です。

　堤業務課長より公園現場管理者等の役割につい

ての説明、公園除草関係の事故発生状況の説明と

出席者による事故防止への安全対策の意見交換が

ありました。

　最後に、刈払

機の石飛ばし事

故防止のDVDを

見て会議を終了し

ました。

　東グランドパークゴルフ同好会の月例会があり、

代表者の中嶋正敏会員からお話を聞きました。

　「この会は、月例会（第２・４土曜日午前１０時

から）・コンペ合わせ年間２０数回開催しており、

会員数は男女合わせ２０名です。１ラウンド（３３０

ｍ）、１パート４名で４ラウンド（１３００ｍ）競い、

２時間程度で終了します。賞品は福岡市の家庭用

ゴミ袋を用意し、奥様達から歓迎されています。

　皆さん元気で暑さ、寒さ関係なくボールを叩き、

ストレス解消と足腰を鍛えて、人生１００年時代を

一緒に乗り越えましょう」とのことでした。

　入会を希望

される方は、

代表者の中嶋

正敏会員（０９

０-４３４３-８

４１５）にお問

い合わせくだ

さい。

平成30年度 第１回地域班長会議

剪定班 (松村班・山本班) 研修会にしく西区

　８月２４日(金）午前

１０時から西出張所

大会議室にて３１名

の出席で開催されま

した。

　生島委員長、櫻井

専任担当理事の挨拶に続き、委員長から下記項目

について説明がありました。

１.３０年度事業実績（平成３０年４月～７月）

２.安全・適正就業について(柴田安全担当)

３.合同地域懇談会開催について

４.シルバー普及キャンペーンについて

５.シルバーフェスティバルについて

６.女性会員の拡大(輝く女性の集い)について

７.シルバーだより封入物について

８.その他 ①福岡県最低賃金の改正について答申

　　　　　②Smile to Smile (ｽﾏｲﾙ ﾄｳ ｽﾏｲﾙ)

　　　　　③鍵の預かりについて 

　８月２８日

(火）午前１０

時から西出張

所大会議室

にて１６名の

出席で開催さ

れました。

　生島委員

長の挨拶に続き、パワーポイントで様々な事故の

説明と事故防止の注意喚起がありました。 

　本部業務課清水職員からコンプライアンス（法

令遵守）の説明の後、今年度は事故の目標件数を

年間２５件未満としているのに、すでに２７件もの

事故が起こっている。何らかの対策を立てる必要

があり【この位なら大丈夫】【ヨカヨカ】が一番怖

いと話されました。

　また、新規のお客様への言葉使いに特に気を

付けるよう注意がありました。

広報委員　田中 千代子

広報委員　今林 隆雄
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筆耕班勉強会に参加

はかたく博多区

　８月８日（水）午後１

時３０分から筆耕班勉

強会に参加しました。

　筆耕班は、お客さま

のご要望に応えるため、

自宅での毛筆の勉強の

ほか、毎月１回出張所で勉強会を行っています。

今回は、封書の宛名書きの課題が与えられ、会員

の皆さんが真剣に筆をふるっていました。

　現在、筆耕班は１５名で、本部主催の判定会で合

格すると仕事ができる仕組みになっていますが、仕

事を得るためだけではなく、趣味として筆に親しむの

も豊かな人生の過ごし方ではないかと思いました。

　皆さんも筆耕班の

勉強会に参加し、ライ

フワークのひとつに

加えてみてはいかがで

しょうか！

国際シンポジウムでシルバー人材センターを紹介
　８月３０日（木）

午後１時から、ア

クロス福岡国際会

議場で国際シンポ

ジウム「アジアイン

パクト対話シンポ

ジウム」が開催さ

れました。

　古賀委員長は、シンポジウムで講演し、シルバー

人材センターの取り組みを紹介、外国の出席者か

ら多くの関心を寄せていただきました。

　講演後の質疑・応答コーナーでは、いろいろな

質問が出ました

が、博多出張所

での具体例を交

えて丁寧に回答

しました。

広報委員　白石 寛治

小川  祐弘さん
(東区)

　

【入会のきっかけと就業】
　第二就職を６８歳で辞し、ハローワークに求職を

したところ、高年齢を理由に適職無しとのことで、シ

ルバー人材センターを紹介されました。

　入会したのは平成１４年１０月、翌年４月より筑前

新宮駅（現在の福工大前駅）東駐輪場に就業先を

得、４年間の年限後は、久山カントリー倶楽部等様々

な仕事を経験し、現在に至っております。

　その間、平成２３年１０月よりシルバー農園に入会、

藤村園長退会に伴い、平成２５年４月よりその後任に

推薦されました。５年の長期にわたる為、本年４月より

石﨑園長と交代し、現在補佐役として活動しています。

【農園の現況】
　この独自事業としてのシルバー農園は、広さ約５１

２㎡の土地、会員１３名

（内女性２名）にて毎月２

回の作業を行っています。

　主要作物は、玉ねぎと根

深ネギ、収穫物は東出張所

にて一袋１００円（市価の半

額）でシルバー会員の皆様に提供、大変喜ばれていま

す。特に、玉ねぎ（極早生）については、５月の博多ど

んたく開催日の両日、香椎会場にて福岡市の厚意によ

り売り場を設け、一袋１００円にて販売、見物客並び

にどんたく踊り隊の皆様に毎年好評を博しており、収

益の大半を占めています。

【私　事】
　本年５月より奈多団地のグランドゴルフの会に入

会、毎週（火・木）仲間とゲームを楽しんでいます。

又、毎週金曜日には団地内の高齢者を対象に健康

維持・会話を楽しみ、孤独感に陥らぬよう「いきい

き健康サロン」の開催、その支援活動を続けていま

す（平成２３年より）。これからも、健康第一をモットー

に人生を送りたいと思います。

広報委員　今林　隆雄

会員紹介



特別養護老人ホーム松生園（しょうせいえん）様
（西区）

　「松生園」は博多湾に面した生の松原海水

浴場と今宿の長垂海水浴場のほぼ中間から、

旧国道２０２号線と筑肥線を越えた高台にあ

ります。そして遠くに西戸崎など、博多湾を一

望できる見晴らしの良い、自然に囲まれた優

しい環境の中にあります。

　開設は平成５年で、特別養護老人ホーム

（多床室型、個室ユニット型施設）があり、７０

名の方が入居されています。またショートステ

イやデイサービス、居宅介護支援を運営され

ています。

　「松生園」は、「思いやりの心を持って、個人を

尊重した生活を支援し、地域の方々に愛される

施設を目ざします」が理念とされています。

　施設長の土斐崎様は「自然が多くて環境

が良いので、季節ごとに小鳥のさえずりを聴

いて、春は花見など入居者やスタッフが楽し

く食事会等をしています。居心地の良い施設

を目ざしています」とお話がありました。

　シルバー人材センター西出張所では５名

の女性会員が、清掃作業に就業しています。

土斐崎様からは会員について、「皆さんまじ

めに取り組んでいただいています」とのお言

葉をいただきました。また、就業している会

員からも、「スタッフの方々が皆さん親切で、

気持ち良く対応して

いただいています」

と感謝の言葉があ

りました。

（東区）
　協力事業所顕彰のため、桑田常務と広田委

員長が東区多の津２丁目にあるケアレックス

株式会社福岡支店の支店長代行合屋様をお

訪ねしました。

　ケアレックス株式会社は、２０００年の公的

介護保険制度の開始と共に始まり、福祉用具

貸与事業のサポート業務に携わり、福祉用具

の適正な供給を通じ、高齢者のクオリティ・オ

ブ・ライフの高揚に貢献されています。

　ケアレックス株式会社は、本社以外の各支

店（千葉・横浜・仙台・名古屋・岡山・福岡）の就

業場所でシルバー会員が就業しています。

　福岡支店には東出張所からレンタル福祉用

具の洗浄作業に４名が就業しています。この

ようなシルバー人材センターの積極的なご利

用に対して、合屋様に桑田常務理事から感謝

状を贈呈され、感謝の言葉を述べられました。

　合屋様からは、「人の命を預かっており、安

全性最優先、事故防止に最大限注意していま

す。シルバー人材センターの方々は豊富な人

生経験から作業にあたって頂き、大変助かっ

ています」との言葉をいただきました。また、

後日、感謝状贈呈に対し、お礼状をいただきま

した。

広報委員　今林 隆雄

ケアレックス株式会社福岡支店様

8

就業先情報

取材　佐藤 令史
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　この度、福岡市シルバー人材センターでは、会員向け情報提供サービス「Smile to Smile(スマイル

トゥ　スマイル)」を始めました。「Smile to Smile（スマイル　トゥ　スマイル）」とは、インターネット

を利用した情報提供サービスで、ご自宅やご家族にパソコンやスマートフォン、

タブレットなどでインターネットが出来る環境の方が対象となります。

　このサービスに登録した会員の方は、利用登録後に会員専用ＷＥＢサイトへ

アクセスし、インターネット上でセンターからのお知らせの確認や、ご自身の配

分金明細※１が確認できるようになります。（メールアドレスが必要になります）

詳しくは同封の別紙をご覧ください。

　なお、サービス利用登録の手続きは、会員ご自身で行っていただくようにな

ります。登録をご希望の方は、本部までご連絡ください。

西出張所 除草班へのお礼の手紙
いいはなしいいはなし ーお客様からの声ー

［原文まま］
　シルバー人材センター　御中
　今度は藤木洋子様はじめ、小生宅の除草に早
朝から御足労頂き誠にありがとうございました。
　行き届いた作業はもちろん、明るく生 と々した
皆様の活躍ぶりは、正にシニアライフのお手本、
唯お仕事だけでなく、次世代の若い人たちに健
康長寿の道を伝承される大きな社会教育にも
なっていると、勉強になりました。
皆様方のような、シニアが増えることで、日本の
将来は明るくなるものと嬉しく有難く感じたしだ
いです。～（中略）～
　私も部門は違いますが、皆様の働きぶりを見
習い、健康長寿の道に励みたいと存じます。
　ありがとうございました。
　　　　　　　　８月８日　　　先 川 祐 次

　西出張所にお客様から、除草班の素晴らし

い仕事ぶりについてお礼の手紙が届きました。

　藤木洋子リーダーは、「手紙が来ていると知

りびっくりしました。自分たちは当たり前と思っ

ていますが、感謝のお手紙を頂くと励みになり

ます。」

　会員には日頃から「自分の家の草を取ってい

るつもりで就業して下さい」と言っているとのこ

とです。それが、お客様に歓んでいただき、結

果的に除草班全員の喜びに繋がりますと、和や

かに話されました。

広報　田中　千代子就業中の除草班のみなさん

頂いたお手紙

Smile to Smile（スマイル  トゥ  スマイル）サービス開始のお知らせ

※１．配分金明細はあくまでご自身が確認するためのものになりますので、各種機関

　へ提出するための「証明書」としての使用はできません。配分金支払証明書の発行

　については、今まで通りセンターへ申し出をしてください。
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　８月２３日に福岡市役所にて、「生涯現役社会」を

実現するため全国のシルバー人材センターの決意と

活動状況を記した要望書を、松田理事長が髙島宗一

郎福岡市長と川上晋平福岡市議会議長へ提出しま

した。

　市長宛の要望書は永渕英洋保健福祉局長へ（写真

➀）、市議会議長へは直接（写真②）提出し、福岡市シ

ルバー人材センターへの支援について要望しました。

　提出にあたり、桑田哲志常務理事から当センター

の事業進捗状況を説明し、今後のあり方などについ

て懇談しました。永渕保健福祉局長は、「高齢者の

就業による社会参加は、地域社会の活性化にとって

重要な課題であり、今後もシルバー人材センターと

連携を図っていきたい」と応えられました。

　また、川上福岡市議会議長は、「人口減少の地域

社会において、シルバー人材センターは重要な役割

を担っている。高齢者がこれからますます元気に活

躍されるよう応援したい」と発言されました。　　

　皆様、ご自身の健康管理は万全ですか。健康診断が５００円で受けることができます。

国民健康保険にご加入の６０歳以上７４歳までの方は、福岡市の「よかドック」をご利用

ください。７５歳以上の方は、福岡県の「後期高齢者健康診査」を利用しましょう。

　詳しくは、よかドックご案内センター（０９２－７１１－４８２６）や福岡県後期高齢

者医療広域連合（０９２－６５１－３１１１）または行き付けの医療機関や区役所の

保健福祉センター健康課（各区）にお尋ねください。

　また、協会けんぽ、共済、各種企業や団体の組合健康保険にご加入の方は、健康診

断料が異なりますので、健康保険証に記載がある連絡先にお問い合わせください。

　なお、受診後は必ず所属出張所に連絡し、健康診断を受けたことを伝えましょう。

健康診断について

シルバーへの支援を福岡市に要望シルバーへの支援を福岡市に要望

➀永渕局長（右）へ要望書を渡す松田理事長

②川上市議会議長（右）へ要望書を渡す松田理事長

傷害事故
賠償事故
自動車事故

９件
１４件
４件

２７件

(平成30年８月末現在)

(前年同月比+４件)合　　　計

平成３０年度 事故発生状況

会員数

男　性

女　性

７,０２９名

４,４１０名

　　２,６１９名

就業者数

就 業 率
事業収入

４,１８１名

５９.５％

９億４３３９万円

平成３０年度 実績報告

(平成30年８月末現在)※派遣除く
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～橋本八幡宮～ 西区橋本２丁目２９

　福岡市西区橋本にある橋本八幡宮は早良郡橋

本村の産土神で、室町中期の文明１４年(１４８２

年)に柴田蔵人佐繁信・重信父子により創建されま

した。祭神は応神天皇、神功皇后、玉依姫です。

　境内の北側あたりに黒田藩主の別荘茶屋があり

ました。３５０年前の頃で黒田藩三代光之公は橋

本の人を母として生まれこの地で幼時を過ごしま

した。今もこのあたりを「お茶屋の内」といいます。

　稲荷神社には黒田藩

３代藩主「黒田光之公」

の胞衣（胎盤）が納めら

れています。

　光之公は当神社を産

土神として崇敬し、江戸

時代初期の寛文６年

（１６６６年）に西新

町に紅葉八幡宮を建

立し、産土神を移しま

した。その後、橋本の

氏子たちの強い希望

により社殿が再興さ

れ、数度の改築を記

した棟札が残ってい

ます。

【絆 きずな】
　境内には、樟（４２７ｍ）と槇が（４２８ｍ）が下

から５ｍの所で繋がっている「絆 きずな」と命名

された保存樹があり、人気のパワースポットになっ

ています。

【夫婦槇】
　北側から入ってすぐ、左右に立つ古木は御神木

の夫婦槇。参道に夫婦槇があるのは珍しく、どちら

も保存樹で樹齢は４００年～５００年。左の女槇は

犬槇では福岡県第１４位。右の男槇は福岡県第５

位で５月に茶色い花を咲かせるそうです。

【橋本特別緑地保全地区】
　周りの緑地は橋本八幡宮の所有で、クスノキ・ア

ラカシ・イヌマキ等の群生林が鬱蒼とした森を

作っています。

64

広報委員　田中　千代子

参考資料：西区役所と神社の案内、西区の宝を

　　　　参考にしました。

うぶすながみ

えな

室見川沿いの鳥居手前右側に駐車場があります



互助会だより

あいれふ（福岡市健康づくりサポートセンター）会　場
福岡市中央区舞鶴２丁目５番１号

平成３1年１月２２日（火）日　時

開場：１１時３０分
開演：１２時３０分～１６時３０分

時　間

審査員（各委員長）による表彰があります表彰式

あいれふへの交通アクセス

●福岡市営地下鉄
　「赤坂駅」　3番出口より徒歩約４分
●西鉄バス バス停より
　「長浜２丁目」徒歩約１分（那の津通り）
　「法務局前」徒歩約３分（昭和通り）
　「赤坂門」徒歩約４分（明治通り）

お越しの際は公共機関をご利用ください

会員の皆様、多数ご観覧頂きますよう
心よりお待ちしております。

福岡
法務局

浜の町
公園

法務局
前

検察庁

長浜2丁目

長浜公園

昭和通り り
通
町
万

鉄
西

駅
岡
福

）
り
通
孝
不
親
（

那の津通り

明治通り

中央区役所地下鉄
赤坂駅

地下鉄
天神駅

赤坂門

あいれふ

出演申込書は、
各出張所で

準備しています

事務局からのお知らせ

表彰式後、ご来場の皆様に
お土産を用意しております。

互助会主催
新春芸能大会のご案内
互助会主催
新春芸能大会のご案内

「ふくおかシルバーだより」　
発行元／公益社団法人福岡市シルバー人材センター

◎ご意見やお便りをお待ちしています。
〒812-0044  福岡市博多区千代1丁目25-15
TEL（092）643-8200  FAX（092）651-5000
 HP　http://www.fukuoka-sjc.org/  e-mail   honbu@fukuoka-sjc.org

出演者募集出演者募集

平成30年度会費の口座振替について平成30年度会費の口座振替について平成30年度会費の口座振替について

口座振替実施日／平成３０年１１月２０日（火）

会費のお支払いがお済みでない方は、お早めにお願いいたします。
口座振替を登録すると、配分金等の払込口座から会費を納入することができます。
金融機関へ出向く必要がなく、金融機関へ支払う手数料もかかりません。
口座振替の登録を済ませていない方は、是非ご登録ください。

会費の口座振替｢未登録｣の方へ

　シルバーだより８月号（第１６１号）でお知らせしましたとおり、９月２０日に会費の口座振替を実施しました。
　預金残高の不足などで口座振替ができなかった方を対象に、下記の日程で再度口座振替を実施します。
振替日の前日までに、登録の預金口座に入金をお願いいたします。


