
天寿会 地域貢献活動のあゆみ 
 

 1 / 2 

 

名 称 事 業 内 容 施 設 名 場 所 実 施 状 況 備 考 

みどり一本運動 バザー 

 

天寿荘 天寿荘(昭和５７年～平成 26 年

５月) 

だんらん（Ｈ28年～１０月） 

年1回開催（3３回開催） 

地域の方から提供された物品のバザーで得た益金全額を 

ＵＮＨＣＲ（国連高等弁務官事務所）へ送金して難民救済

へ当てる。 

昭和57年開始 

道路除草作業 除草 天寿荘 旧天寿荘～多久高校までの道路 年1回 

ケアハウス大地～多久高校までの道路の除草、清掃活動 

昭和57年開始 

健康チェック・相談 血圧測定 

健康相談 

天寿荘 多久市内の老人会（11か所） 毎月5～6か所の老人会 

健康チェック、相談対応 

平成2年10月開始 

生きがいデイサービス 介護予防 天寿荘 天寿荘デイサービスセンター 週1回 

介護予防を目的とした体操 

平成12年4月開始 

多久市委託事業 

配食サービス 

（令和２年４月～配食サービス見

守り事業に名称変更） 

弁当配達 

安否確認 

天寿荘 市内 月～土 、昼食・夕食 

弁当の配達及び安否確認 

平成12年10月開始 

多久市委託事業 

緊急通報システム 相談窓口 天寿荘 天寿荘 平成12年10月～平成22年度 

緊急時の対応 

平成12年10月開始 

多久市委託事業 

子供ワクワク体験 高齢者とのふれあい やすらぎ 施設内 年1回（夏休み） 

多久市内の小学生の高齢者とのふれあい体験 

平成12年開始 

(市社協との共同) 

天寿会元気体操教室 

 

高齢者の介護予防 天寿荘 天寿荘デイサービスセンター 週1回（火） 

介護予防を目的とした体操、体力測定 

平成18年4月開始 

町産業文化祭展示 作品展示 玄海園 町民会館 年1回（11月） 

入居者の華道、書道作品の出品 

平成19年開始 

老人クラブ訪問 健康体操 やすらぎ 多久市内の老人会 年5か所 

介護予防のためのミニ講座や体操等の紹介 

平成20年開始 

一日介護体験 介護体験 玄海園 地域交流スペース 年１回（予防教室、婦人会対象） 

高齢者施設を知ってもらう 

平成23年～25年2月 

笹丘校区夜間パトロール パトロール 梅光園 笹丘校区内公道 月1回（年11回） 

校区の夜間巡回パトロール 

平成24年4月開始 

 

佐賀県サポーティア事業 ボランティア促進 大地 ケアハウス大地 月4回 

定期ボランティア4名の受け入れ 

平成25年開始 

保護観察者対象受入 

 

法務省福岡保護観察所の

保護観察者受け入れ 

梅光園 梅光園施設内 

 

年2回（春・秋） 

地域社会に貢献する活動を通じて、人の役に立つという感

情や社会のルールを守る意識を育む一助として 

平成25年5月開始 

 

笹丘校区青色防犯パトロール（青

パト） 

パトロール 梅光園 笹丘校区内公道 月1～2回 

校区の日中防犯巡回パトロール 

平成26年開始 

 

介護の日イベント 福祉の紹介 天寿会 多久市まちづくり交流センター

あいぱれっと 

年1回（11月11日）10時～16時 

地域への福祉についての紹介等 

平成26年開始 

サマースクール 学習支援 玄海園 地域交流スペース 年4回（小学生対象） 

夏休みの子供の学習支援 

平成26年開始 

清掃活動 ゴミ拾い やすらぎ 中央小中から中多久駅周辺 年2～3回 

中央小中学校～中多久駅までの清掃活動 

平成27年開始 

サマースクール 夏休み宿題支援 大地 ケアハウス大地 夏休み（3～4日程度） 

小中学生15～18名/日の学習支援 

平成27年開始 

認知症サポーター研修 養成研修 玄海園 町民会館 

玄海町役場 

・婦人会、小中高対象(年1回) 

・民生委員対象(3年1回) 

認知症サポーターの養成 

平成27年開始 

平成28年開始 

(玄海町役場と共同) 

笹丘『梅光園』ふれあいカフェ 地域交流 梅光園 地域交流スペース 

 

毎週火曜日（10時～15時） 

笹丘校区住民のふれあいを促進するカフェの開催 

平成27年6月開始 

(笹丘校区社協と共同) 

いきいき塾 講座 天寿会 天寿荘地域交流ラウンジ 年3回 

地域の元気高齢者の健康寿命を伸ばすための取組み 

平成27年10月開始 

(多久市委託事業) 

茶話会 高齢者の集い 天寿会 多久市まちづくり交流センター

あいぱれっと内「てんじゅ」 

毎月第2火曜日（14時～16時） 

市内の一人暮らし高齢者の集いの場の提供 

平成27年11月開始 

つながりカフェ 

(令和２年２月～介護者カフェより

名称変更) 

在宅介護者の集い 天寿会 やすらぎ(令和２年４月～) 毎月第3土曜日（10時～16時） 

介護者が気軽にお茶をしながら交流を深める 

平成27年11月開始 

(多久市委託事業) 

ヨーガ教室 健康増進 大地 天寿荘地域交流ラウンジ 毎月第2・4火曜日（18時～19時） 

5～12名/回 

平成28年～29年度 

イベントの開催 講座 玄海園 地域交流スペース 年1回 

地域住民に多様なイベントに参加してもらう 

平成28年開始 

福岡レスキュー事業 相談・支援 梅光園 福岡市内担当 制度で対応できない課題への対応を地域と連携し相談・支

援を行う。 

平成29年度開始 

(福岡県委託事業) 

介護カフェ 集いの場所 天寿会 天寿荘地域交流スペース 月３回（金曜日：１４時～１６時） 

介護の必要な高齢者とその介護者、地域の方々が気軽に集

い体操、カラオケ、ミニ講座等を実施 

平成28年7月開始 

(多久市委託事業) 

生活困窮者就労準備支援事業 就労支援 玄海園 玄海園 生活困窮者の就労に向けた支援や就労機会を提供する。 平成29年9月開始 

佐賀県委託事業 

多久市地域貢献推進協議会 地域福祉に関する課題解

決 

天寿会 多久市社会福祉協議会 多久市内に事業所を置く社会福祉法人、NPO法人等19法

人からなる協議会、多久市地域貢献推進協議会総合相談窓

口事業、多久市みんなでみまもり隊事業、地域講演啓発事

業、福祉講座事業の実施 

平成31年3月2日設立 
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名 称 事 業 内 容 施 設 名 場 所 実 施 状 況 備 考 

災害時指定避難所 避難所 梅光園 日常動作訓練室 

会議室 

災害発生時に締結した福岡市の要援護者受け入れ 平成23年12月 

福岡市と協定締結 

  天寿荘 地域交流ラウンジ 災害発生時に締結した多久市・玄海町の要援護者受け入れ 平成24年10月多久市 

平成24年12月玄海町 

と協定締結 

  大地 １階デイルーム 災害発生時に締結した多久市の要援護者受け入れ 平成24年10月 

多久市と協定締結 

  やすらぎ レクレーションルーム 

デイルーム 

家族介護室 

災害発生時に締結した多久市の要援護者受け入れ 平成24年10月 

多久市と協定締結 

  玄海園 地域交流スペース 災害発生時に締結した玄海町の要援護者受け入れ 平成24年12月 

 

介護保険サービス等における低所

得者の利用者負担減免 

費用負担の減免 天寿荘 

やすらぎ 

梅光園 

玄海園 

天寿荘 

やすらぎ 

梅光園 

玄海園 

介護保険費用の利用者負担の減免 平成12年4月 

（天寿荘、やすらぎ） 

平成18年12月（梅光園） 

平成19年4月（玄海園） 

人工透析についての相談対応 入所受入れ 天寿荘 

やすらぎ 

天寿荘 

やすらぎ 

人工透析が必要な方の相談、入所受入れ  

地域に向けた事業展開 住宅型有料老人ホーム だんらん だんらん 入居費用を抑えた住宅型有料老人ホームの運営 平成28年5月開始 

 高齢者向け住宅 玄海園 玄海園 高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを受け

ることができる良好な住環境を備えた賃貸住宅の運営 

平成29年7月開始 

玄海町の委託事業 

 宅幼老所 玄海園 玄海園 高齢者、子ども、障がい者がともに共生して暮らすための

施設の運営 

平成29年7月開始 

玄海町の委託事業 

 


