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各災害ボランティアセンター支援のための
県内市町村社協職員派遣
（第１８～２２クール）
各市町村社協から提出された意向調査票を踏まえ、下記のとおり、派遣
する市町村社協職員を決定しました。
（１）朝倉市災害ボランティアセンター（旧杷木パレス）
クール
第１８

第１９

日程
派遣者
人数
9/ 1（金） ・筑紫野市社協 松村 美咲（9/4）
14
～
・飯塚市社協
岡松美千代（9/3）
、瀧本 和也（9/3）
9/ 4（月）
杉 富美子（9/3）
・田川市社協
垣原 和治、山口 聖子（9/1）
村上 貴憲（9/1）
・宮若市社協
和田 修（9/4）
、端倉 寿子（9/4）
・みやま市社協 舟木 浩介（9/2.3）
・桂川町社協
花岡 早織（9/2.3）
、河原美奈子（9/3）
・大木町社協
山下みゆき（9/2）
、宮本 雅子（9/2）
9/ 4（月） ・北九州市社協 渡邊 大
27
～
・福岡市社協
山本 誠、福山 友紀
9/ 7（木） ・直方市社協
西 由希子
・飯塚市社協
瀧本 和也（9/5）
、有吉 隆（9/6）
・田川市社協
平畑 尚史
・筑後市社協
吉村 貴光
・筑紫野市社協 齊藤 紀子（9/5）
、萱島 智親（9/6.7）
・宮若市社協
遠藤 大洋（9/5）
、平尾かおり（9/5）
和田 修（9/6）
、西中 公一（9/6）
・糸島市社協
浦 貴志（9/7）
、髙橋三千代（9/7）
山本三枝子（9/7）
、高田 儀泰（9/7）
・粕屋町社協
伴 英明（9/4.6.7）
・添田町社協
坂本 勝彦（9/7）
・福智町社協
高橋 英志（9/5.6）
、大隈 信幸（9/5.6）
溝端 桂子（9/5.6）
・苅田町社協
中野 一樹（9/4）
、林 まゆみ（9/5）
川原 七恵（9/6）
、福山 直樹（9/7）
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クール
第２０

日程
派遣者
9/ 7（木） ・北九州市社協 衛藤 恵理
～
・飯塚市社協
手塚 弘幸（9/7.8）
9/10（日） ・八女市社協
川崎 匡子、中島 智衣（9/7.8）
・筑紫野市社協 益永 秀二（9/8）
、久保山 徹（9/8.9）
岡川 拓馬（9/9）
、齊藤 紀子（9/9）
・春日市社協
藤井 紀之
・宮若市社協
遠藤 大洋（9/8）
、瀬尾眞由美（9/8）
平尾かおり（9/9）
、榎園 敦子（9/9）
和田 修（9/10）
、和田 浩子（9/10）
・みやま市社協 松藤光穂子（9/9.10）
、
舟木 浩介（9/9.10）
、
藤丸由美子（9/9.10）
・糸島市社協
加藤 博貴（9/8）
、水﨑 浩幸（9/8）
田口亜紗子（9/8）
、林 周子（9/9）
野中 保雄（9/9.10）
、
庄島 一徳（9/10）
、川辺 寿子（9/10）
入江 晶美（9/9）
、薦田 亜季（9/9）
・水巻町社協
原田 利春（9/7.8）
・桂川町社協
花岡 早織（9/9）
・みやこ町社協 進 友雄（9/7.9）

第２１

9/10（日） ・北九州市社協 山﨑戸旨子
17
～
・飯塚市社協
中村 和之、永利 晃子（9/11）
9/13（水） ・筑紫野市社協 久保山 徹（9/11）
、松村 美咲（9/11）
板井 勇児（9/11.13）
、岡川 拓馬（9/12）
江崎 純子（9/12）
、井手香代子（9/12）
村田 明（9/13）
・宮若市社協
西中 公一（9/11）
、榎園 敦子（9/11）
・須恵町社協
吉田 弘治
・水巻町社協
梅本大吉郎
・福智町社協
繁永 豊美（9/12）
、中野 雅治（9/12.13）
柳沢 敏彦（9/12.13）

第２２

9/13（水） ・北九州市社協 松永 浩美
～
・福岡市社協
安永 佐知子、山川 浩
9/16（土） ・飯塚市社協
鬼頭 紀行（9/14）
、
岡本 政孝（9/15.16）
浅田 由希（9/16）
・田川市社協
村上 貴憲（9/14.15）
・柳川市社協
武田 貴史
・大川市社協
吉武季美世（9/15）
・筑紫野市社協 益永 秀二（9/14）
、井手香代子（9/14）
村田 明（9/15）
、染原真由美（9/15）
・新宮町社協
三船 徹（9/15.16）
、
吉田 美枝（9/15.16）
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人数
30

15

福岡県社協職員の派遣については、下記のとおりです。
クール
県１６
県１７
県１８
県１９

日程
8/31（木）～9/ 3（日）
9/ 3（日）～9/ 6（水）
9/ 6（水）～9/ 9（土）
9/ 9（土）～9/12（火）

派遣者
井内
恵
南 知佳子
松田 浩信（9/6～8）
北野 静香

人数
１
１
１
１

（２）朝倉市災害ボランティアセンター（杷木老人福祉センター）
クール
日程
派遣者
人数
第１８ 9/1（金） ・久留米市社協 藤岡 誠（9/1）
、中野 晴喜（9/1.2）
5
～
寺島妃呂子（9/2.3）
、中川 知子（9/3.4）
9/4（月） ・春日市社協
園木 崇嗣
第１９ 9/4（月） ・大牟田市社協 梅富 友望（9/5.6）
5
～
・久留米市社協 杉本 美里（9/4.5）
、古賀 正博（9/5.6）
9/7（木）
江頭 敏夫（9/6.7）
・志免町社協
宿利 幸央
第２０ 9/7（木） ・久留米市社協 川上 幸男（9/7.8）
、和田 健（9/8.9） 6
～
古賀 弘憲（9/9）
、角 美聖（9/10）
9/10（日） ・福津市社協
小石原宏明（9/8～10）
・宇美町社協
井手 達也（9/7.8.10）
第２１ 9/10（日） ・大牟田市社協 前田 佳宏（9/10～12）
6
～
・久留米市社協 深川 剛（9/10.11）
9/13（水）
福永ひとみ（9/11.12）
大内田千代（9/12.13）
、水野 奈苗（9/13）
・志免町社協
三宮 禎也
第２２ 9/13（水） ・久留米市社協 大熊 一代（9/14.15）
3
～
角 美聖（9/15.16）
9/16（土） ・筑後市社協
伊藤 拓也（9/13～16）

福岡県社協職員の派遣については、下記のとおりです。
クール
県１６
県１７

日程
8/31（木）～9/ 3（日）
9/ 3（日）～9/ 6（水）

県１８
県１９

9/ 6（水）～9/ 9（土）
9/ 9（土）～9/12（火）

派遣者
山本
川崎
田中
藤本
大鶴

3

大信
展裕（9/3.4）
忠輔（9/5.6）
博昭
啓行

人数
１
２
１
１

（３）東峰村災害ボランティアセンター（宝珠山地区）
クール
日程
派遣者
人数
第１８ 9/1（金） ・北九州市社協 鬼塚美千代
7
～
・飯塚市社協
岡本 政孝（9/1～3）
、青柳 祐（9/2）
9/4（月） ・広川町社協
岡 信弘（9/2）
、高鍋 拡美（9/2）
石井 貴代（9/2）
、辻川真由美（9/2）
※９月２日（土）で宝珠山サテライトの閉所と喜楽館への移転が完了したため、９月
３日（日）以降の活動は中止となりました。

福岡県社協職員の派遣については、下記のとおりです。
クール
県１６
県１７

日程
8/31（木）～9/ 2（土）
9/ 4（月）～9/ 5（火）

派遣者
阿比留みちよ、野間口 令
園田 眞通

人数
２
１

各災害ボランティアセンターの動き
各災害ボランティアセンターの動向については、下記ホームページ等で御確認ください。
○朝倉市災害ボランティアセンター
・http://asakuravc.jp/
・https://www.facebook.com/asakuravc/?fref=ts
○東峰村災害ボランティアセンター
※９月４日（月）から東峰村社協ボランティアセンター（喜楽館）へ移行し、ボランティ
ア個人・団体に予め登録いただく『登録制』で運営
・http://tohovc.jp/
・https://www.facebook.com/tohovc/
○添田町災害ボランティアセンター（７月３１日をもって閉所）
・https://soedasaigaivc.jimdo.com/
･ https://www.facebook.com/ 添 田 町 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー
-333434793736868/
○福岡県社会福祉協議会
・http://www.fuku-shakyo.jp/kouhou/H29saigai.html
・https://www.facebook.com/fukushakyosaigai/
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