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年頭のご挨 拶
新年あけましておめでとうございます。
福岡県交通遺児を支える会の皆さまにおかれましては、長年にわたり交通遺児
とそのご家族に対する温かい支援活動に尽力されてきました。交通遺児の心の支
えとなる大変意義のある取り組みに心から敬意を表します。
福岡県の現状を見ますと、悲惨な交通事故により、今なお多くの尊い命が失わ
れています。また、飲酒運転による事故も依然として後を絶ちません。
本県では、
交通事故のない安全 ･ 安心な社会の実現を目指し、
県警察はもとより、

福岡県知事

小 川

洋

貴会をはじめとする多くの関係機関と手を携え、四季の交通安全県民運動を実施
するとともに、
「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない。そして、見逃さ

ない」という強い決意のもと、飲酒運転撲滅に取り組んでいます。また、自転車の安全利用や自転車損害賠
償保険の加入についても周知を図っています。
貴会におかれましても、引き続き、交通遺児とそのご家族に温かい手を差し伸べてくださるようお願いい
たします。
最後に、会員の皆さまのご多幸とご健勝を祈念いたします。

明けましておめでとうございます。
福岡県交通遺児を支える会の皆様におかれましては、交通被害者とそのご家族
への援護活動にご尽力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
さて、福岡市内では、全交通事故件数は減少傾向にありますが、高齢化の進展
に伴い、
高齢運転者による交通事故の割合が年々増加しております。また、昨年は、
市内でも 80 代の方が運転する自動車の逆走による死亡事故が発生しました。
福岡市長

髙 島 宗一郎

福岡市では、高齢運転者が加齢による自らの身体機能等の変化に気づき、安全
運転を心がけていただく機会の充実を図るため、体験型の安全運転講習会の開催
等に取り組んでおります。今後とも、貴会をはじめ、県警、地域、事業者の皆様

とともに効果的な交通安全施策の取組みを進めてまいりますので、更なるご協力を賜りますようお願いいた
します。
最後に貴会のご発展と、会員の皆様のご多幸とご健勝を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただ
きます。
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新年あけましておめでとうございます。
福岡県交通遺児を支える会の皆様には、長年にわたり交通遺児への支援活動を
続けていただき、心より感謝を申し上げるとともに深く敬意を表します。
さて、本市の交通事故発生件数は減少傾向にありますが、全国的に高齢運転者
が加害者となる重大事故が大きく報道され、高齢者の安全運転に対する社会的な
関心が高まっています。
北九州市長

北 橋 健 治

本市としましても、安全運転継続の支援や運転に不安を感じている方へ運転免
許証の自主返納を促すなど、高齢運転者の交通事故防止に努めているところです。
また、本市が「世界のモデル都市」として推進しているＳＤＧｓのゴールの中

には、「すべての人に健康と福祉を」という目標も掲げられています。
今後も、交通事故をなくす取り組みをはじめ、誰もが安全・安心に住み続けられるまちづくりを進め、「日
本一住みよいまち・北九州市」の実現に向け取り組んでまいります。
結びに、皆様にとりまして、この新しい年がより良い年でありますよう祈念しまして、新年のご挨拶とい
たします。

謹んで新年のお祝いを申し上げます。
遺家族会員の皆様や、ご支援くださいました賛助会員、篤志家及び企業団体の
皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。さて、令和
２年の新時代を迎え、今日まで福岡県及び各市町村はじめ関係各位の温かいご支
援により、交通遺児支援事業に微力ながら貢献できましたことに、厚く御礼申し
上げます。
会

ところで、福岡県における交通事故はここ数年減少傾向にありますが、飲酒運

長

長

裕 海

転事故は後を絶たず、当会として、福岡県及び県警と連携して、春・夏・秋・年
末の四季を通じて実施される「福岡県交通安全県民運動」の「飲酒運転は、絶対

しない！させない！許さない！そして、見逃さない！」飲酒運転撲滅及び高齢者の事故防止を重点目標に取
り組んでまいります。
また、交通遺児支援事業については、消費税増税、台風被害等の影響により当会として厳しい状況にあり
ますが、多くの企業、団体、篤志家の皆様のお蔭により、前年に増して支援活動が出来ましたことを深く感
謝し、今年も充実した支援事業を行ってまいる所存です。
最後に、県民の皆様のご多幸とご健勝を祈念し、新年の
ご挨拶といたします。
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令和元年事業報告
１月
２月

３月

４月

５月

６月

７月
８月

９月
10月
11月

12月

◎機関誌「福交遺ふれあいだより」発行
◎新年理事会開催
◎九州西濃運輸株式会社労働組合中央委員会寄付金贈呈式に出席
◎大日本プロレス博多大会に遺家族招待
◎福岡中央ライオンズクラブ主催「交通遺児育英基金支援コンサ－ト」に出席
◎定例理事会開催 平成31年度事業計画・収支予算承認
◎ＦＭ福岡
「海の中道はるかぜマラソン大会」
における共栄火災海上チャリティ募金贈呈式に出席
◎公益社団法人 定時立入り検査
◎「春の交通安全県民運動」実施に伴う全体会議に出席
◎遺家族懇談会（福岡・筑後）
◎小学校卒業生に辞書贈呈
◎高等学校卒業生に卒業祝い贈呈
◎西日本新聞民生事業団評議員会に出席
◎平成30年度決算及び監査
◎県及び各市町村へ平成31年度補助金(負担金)申請
◎平成31年度賛助会費（法人・個人）納入願い
◎平成31年度交通遺児調査開始
◎「春の交通安全県民運動」に参加
◎定例理事会開催 平成30年度事業実績・収支決算承認
◎定時総会開催 平成30年度事業実績・収支決算承認
◎春の日帰りバスツア－「山口角島・青海島遊覧の旅」実施
◎「夏の交通安全県民運動」実施に伴う全体会議に出席
◎「福岡中央ライオンズクラブ育英基金」運営委員会に出席
◎令和元年度「福岡中央ライオンズクラブ育英基金」奨学生２名・
「大島育英基金」１名・福交
遺奨学生６名に奨学金支給決定
◎令和元年度入学 小・中・高生に入学祝い贈呈
◎西日本新聞民生事業団評議員会に出席
◎平成30年度事業実績・収支決算を内閣府へ電子申請
◎「夏の交通安全県民運動」に参加
◎遺家族懇談会（北九州・筑豊）
◎パナソニック提供、大阪フィルハーモニー交響楽団福岡公演に遺家族招待
◎福岡県及び各市町村へ令和２年度補助金（負担金）措置願い発送
◎福岡県人権・同和問題に関する研修会に出席
◎「秋の交通安全県民運動」実施に伴う全体会議に出席
◎「ANAグル－プ空の日イベント」に遺家族招待
◎「秋の交通安全県民運動」に参加
◎秋の日帰りバスツア－「秋吉台サファリランドと梨狩りの旅」実施
◎「第35回福岡県交通安全県民大会」に出席
◎「年末の交通安全県民運動」実施に伴う全体会議に出席
◎「アビスパ福岡vs鹿児島ユナイテッドＦＣ戦」に於いて株式会社博運社社員による福岡県交通
遺児を支える会育英募金活動の実施
◎福岡県下全遺児にクリスマスプレゼント贈呈
◎「年末の交通安全県民運動」に参加

3月～ 9月 ヤフオク・プロ野球ソフトバンクホークス戦に遺家族招待
◎「福岡ソフトバンクホークス（株）
」から各企業提供のメセナシート観戦チケット360席寄贈
◎「西日本新聞民生事業団ハリー＆ハニー福祉基金」から観戦チケット89席寄贈
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《春のレクリエーション》
一般社団法人 福岡運輸 60 周年記念基金

提供

「角島・青海島」への旅
◎５月26日、角島、青海島の旅に行ってきました。山口県を訪れたことは一度もなかったので、
とても楽しみにしていました。最初、北長門海岸公園で止まり、展望台に行きました。そこ
から眺められる景色はどこを見ても自然が広がっていて、感動しました。その後、ホテル西
長門リゾートにて昼食を食べました。食事場所からは角島大橋が見え、景色と相まって魚料
理がとてもおいしかったです。昼食を食べた後、バスで移動し、藤光海風堂でお土産を買っ
て、青海島遊覧船にて洞門くぐりをしてきました。海上アルプスと呼ばれる数々の洞門は神
秘的でとても綺麗でした。今回、様々な体験ができる企画をご提供してくださり、本当にあ
りがとうございました。
宗像市 中野 孝彦
◎今回は、山口県の「青海島」という素晴らしい場所に連れて行っていただきありがとうござ
いました。私は自然が大好きで、
「青海島」のきれいな海や、遊覧船に乗り大きな岩石を見
たりと、とても感動しました。ご飯も美味しく本当に至福の時を過ごしました。最近、学校
生活でいろいろ大変なストレスで体に負担もかかっていました。今回この様に招待していた
だき、悩んでいた事もなくなって、いい息抜きをすることができました。本当に、いつもこ
のような企画をありがとうございます。
八女市 深野 剛士
◎山口県にはじめていきました。角島の海がとてもきれいで感動しました。ホテルから見た景
色もきれいでごはんもおいしかったです。船でのかんこうもとてもたのしかったです。あり
がとうございました。
春日市 えさき かなで

―4―

《秋のレクリエーション》
一般社団法人 福岡運輸 60 周年記念基金

提供

「秋吉台サファリランド」と「梨狩り」の旅
◎今年のバスツアーは、剣道の大会と重ならず、台風の影響もなく行くことができてよかった
です。まず、
かまぼこ工場に行っておいしいかまぼこをたくさんし食することができました。
ぼくは、かまぼこが好きなので、好きなかまぼこをお父さんに買ってもらってうれしかった
です。一番楽しみにしていたサファリでは、たくさんの動物を見れたけど、ホワイトライオ
ンを発見することができなくて、少しざんねんでした。最後にナシがりに行って、ふだんは
あまりナシを食べないのですが、自分で取ったナシを自分でむいて食べたら、とてもおいし
かったです。来年は中学生になりますが、またこのような旅行に行きたいと思います。
北九州市 平田 旭
◎今回は参加させていただき、ありがとうございました。今、高校３年生なので、今回が最後
のツアーでした。最後ということもあり、今まで以上に楽しむことができました。本当にあ
りがとうございました。あの日の思い出は忘れません。
北九州市 島添 菜々美

◎ぼくたちは、10月13日に秋吉台サファリパークとナシ狩りに行きました。サファリには、な
かなか見られない動物がいて、一番すごいと思ったのはラクダです。なぜかと言うとコブの
中に水をためるからです。レストランでお昼ごはんを食べ、次にバスに乗ってナシ狩りに行
き、もぎたてのおいしいナシを食べました。ウリボウも遊びに来ていました。バスハイクを
楽しく過ごせ、また行きたいです。
北九州市 波多野 山河
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野球観戦の感想
◎ぼくは、野球が大すきです。なの
でプロの野球を見てまなびたいで
す。なんきゅうか、ボールがきて
とれそうでした。すごくたのし
かったです。いつも、ありがとう
ございます。
福岡市

秋吉

陽世

◎５月５日の子どもの日にお母さん
と２人でヤフオクドームへ、２年
ぶりに野球をみに行きました。お
母さんが、子どもの日なのでスコ
アボードの選手の名前が全部ひら
がなだよと教えてくれました。試
合中に感動したことは、てきも味
方もホームランを打ったことで
す。一番さいしょに打ったのは味
方、その次にてきがうってその次
は で す ぱ い ね が 打 ち ま し た。
ファールボールが３回きて、その
２回がいすから３メートルはん位
に落ちてきて当たりそうでとても
こわかったです。試合に勝ったの
でとてもきれいな花火がみれまし
た。
すごかったです。
７対２で勝っ
たのでよかったです。
福岡市

山本

陽士

◎９月７日に初めて千葉ロッテ戦の観戦に行きました。ドームの中に入ると、人の多さにおど
ろきました。７回ウラに入ると、ソフトバンクの歌に合わせて風船を飛ばすことが、とても
楽しかったです。そして、今年の青いろのメガホンをたたいて応えんしました。ふうさんと
こふうさんがでできて、最初はよくわからなかったけど、たくさん笑わせてくれたのがうれ
しくて、笑い続けてました。マスコットのハリーが、ばく転１１回もしていたのでとてもお
どろきました。前まで野球に興味は無かったけど、だんだん興味を持つようになりました。
今回は負けてしまったけど、また来年も行ってそこで白色のふうせんを飛ばすのと、花火を
見たいと思いました。チケット、ありがとうございました。
北九州市
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西田

美乃莉

★ご支援に対し厚く御礼申し上げます
永年寄贈法人（順不同）
◇社会福祉法人福岡県社会福祉協議会

◇株式会社九電工

◇社会福祉法人福岡市社会福祉協議会

◇九州旅客鉄道株式会社

◇一般社団法人福岡県歯科医師会

◇株式会社ウエスト

◇九州西濃運輸株式会社労働組合

◇西部ガス株式会社

◇西日本自動車共済協同組合

◇西日本鉄道株式会社

◇株式会社西日本シティ銀行

◇有限会社ホップグループ

◇株式会社ブリヂストン九州生産本部

◇株式会社ムーンスター

◇一般社団法人福岡県交通安全協会

◇株式会社ふくや

◇株式会社アトル

◇九州電力株式会社

◇有限会社中央印刷

◇公益財団法人毎日新聞西部社会事業団

◇公益社団法人福岡県トラック協会

◇社会福祉法人西日本新聞民生事業団

◇社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団西部事務所

◇株式会社福港商会

◇株式会社エフエム福岡

◇株式会社福岡金文堂

寄付 法人・団体（順不同）
◇一般社団法人福岡運輸60周年記念基金

◇関西学院同窓会福岡支部

◇株式会社西日本新聞広告社

◇ブリヂストン労働組合下関支部

◇株式会社大島産業

◇株式会社みずほ銀行

◇柳川自家用自動車協会

◇ＡＮＡ福岡空港株式会社

◇福岡中央ライオンズクラブ

◇社会福祉法人北九州市社会福祉協議会

◇アトミクス株式会社

◇司観光株式会社

◇福岡ソフトバンクホークス株式会社

◇西日本プラント工業株式会社

◇株式会社安武

◇株式会社姪浜タクシー

◇国際ソロプチミスト福岡-東

◇新日本製菓株式会社

◇株式会社アシュラン

◇三井住友銀行株式会社

◇株式会社デンソー九州

◇ドイツ証券株式会社

◇パナソニック株式会社コネクティッド

◇男声合唱団西南シャントゥール

ソリューションズ社
◇共栄火災海上保険株式会社

◇関関同立懇親会
◇ニュー堅粕団地住宅第五棟・六棟駐車場

◇三菱電機株式会社パワーデバイス製作所
◇三菱電機株式会社労働組合福岡支部

管理組合
◇行橋交通安全協会

◇株式会社博運社
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寄付 個人（順不同・敬称略）
石橋扶樹子（戸畑区）

佐藤

栄作（小倉北区） 太田

輝幸（早良区）

入江

秀敏（宮若市）

木瀬

克彦（早良区）

佐藤

正夫（小倉北区） 長

裕海（東区）

岩崎

明弘（早良区）

月原

律子（南区）

田村

准一（城南区）

田島

国道（早良区）

月原

輝夫（東区）

川原

英喜（城南区）

太田

武文（柳川市）

金田

光敏（那珂川市） 落石

月原日出男（南区）

本田

愛子（筑紫野市） 眞銅

伊藤

謙路（南区）

神屋

みほ（中央区）

月原

太田

清（南区）

堀川

哲次（春日市）

櫻田

西島

和代（早良区）

大島

康朋（宗像市）

コクブミサト（匿名）

中野

俊雄（那珂川市） マツオカヒロユキ（匿名）

敬介（早良区）

山本

昇（那珂川市） 是松

淳（古賀市）
陽子（春日市）
治基（那珂川市）

勝三（太宰府市） 井阪彩江子（大阪府）
吉原

宏枝（久留米市）

九州西濃運輸㈱労働組合の皆様から交
通遺児へ「カンガルー募金」をご寄付
いただきました。
「労働組合執行委員長
眞島 吉朗氏（右）」

㈱大島産業ガンバル会の皆様からの募
金と
「大島育英基金」の資金をご寄付い
ただきました。
「大島ホールディングス
ＣＥＯ 大島 康朋氏」

ゴルフコンペのチャリティ募金をご寄
付いただきました。
「三菱電機㈱パワーデバイス製作所
総務部長 吉田 謙信氏（右）」
「三菱電機㈱労働組合福岡支部
執行委員長 大塚 康宏氏（左）」

年末の「まごころ募金」からの寄付他、
各イベント招待券をご寄付いただきま
した。
「社会福祉法人 西日本新聞民生事業団
理事・事務局長 津田 祐一氏（左）」

「朝日ふれあい募金」から福祉助成金と
してご寄付いただきました。
「社会福祉法人 朝日新聞厚生文化事業
団西部事務所
所長 上原 啓氏
（右）
」

㈱エフエム福岡主催、㈱姪浜タクシー、
司観光㈱、西日本プラント工業㈱協賛
のハンドルキーパー運動企画の協賛金
を寄贈されました。
「㈱エフエム福岡
常務取締役 池本 裕之氏
（左）
」

柳川自家用自動車協会から交通遺児育
英募金を柳川市長を通じ、ご寄付いた
だきました。
「柳川自家用自動車協会」会長 宮川
東一氏（右から３人目）他、
役員の皆様

社員有志一同によるチャリティゴルフ
コンペの募金をご寄付いただきました。
㈱デンソー九州
「第一製造部 部長 森川義治氏（右）
経営管理部 担当次長 林良太郎氏
（左）
」
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★共栄火災スポーツフェスタ
第32回エフエム福岡主催『海の中道はるかぜマラソン大会』において、共栄火災海上保険（株）
の皆様によるチャリティバザーの売上金を交通遺児支援のために、ご寄付いただきました。

共栄火災チャリティバザー会場の皆様

共栄火災海上保険㈱
「九州支店
支店長 真鍋 一司氏（左）」

★株式会社博運社主催

福岡県交通遺児育英募金

㈱博運社の皆様により、レベル５スタジアムサッカー競技場において、交通遺児育英募金が行
われ、募金と会社からのご寄付をいただきました。

レベルファイブスタジアム募金会場の皆様

株式会社博運社
「代表取締役社長 眞鍋 和弘氏（右）」
アビスパ福岡（株）
「常務執行役員 川﨑 和夫氏（左）」
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育 英 基 金
【福岡中央ライオンズクラブ育英基金】
令和元年度奨学生２名に支給決定されました。

★奨学金を受けるにあたって
◎私のために奨学金を支援してくださり、ありがとうございます。おかげで、友達もでき部活
にも入り、とても充実した学校生活を送ることができています。将来はイラスト関係の専門
筑紫野市

学校に進みたいです。

有馬

実佑

◎私のために奨学金を支援してくださり、ありがとうございます。おかげさまで、ラグビーと
勉強の両立を頑張れています。将来の夢はまだありませんが、高校生活の中で決めて、その
福岡市

夢を叶えるために努力します。

山本

晃輝

【大島育英基金】
「大島ホールディングスＣＥＯ大島康朋氏」より令和元度奨学生１名に奨学金が支給され遺
家族から感謝されております。

★奨学金を受けるにあたって
◎この度は奨学金のご支援、誠にありがとうございます。このような有難いご支援がなかった
ら、私は今、多くの事をあきらめていました。本当に感謝しております。夢に向かって頑張
ります。私の将来の目標は教師になることです。そのために、毎日勉強にはげみ、このご恩
鞍手郡

を忘れず精進していきたいと思います。

山下

晶葉

【安武育英基金】
「株式会社安武ＣＥＯ安武

勉氏」より、奨学生２名に奨学金が支給され、遺家族から感謝

されております。

【福交遺育英基金】
篤志家のご寄付により令和元度も６名の奨学生に奨学金の支給を開始しました。

★奨学金を受けるにあたって
◎この度は奨学金を支給して下さり、ありがとうございます。部活と勉強を両立させるのは大
変ですが、がんばっていきます。これからもよろしくお願いします。今は、将来の夢である
研究者になるため、九州大学理学部化学科への進学を目指しています。
久留米市
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麻生

怜

◎奨学金を支援していただき、ありがとうございます。そのおかげで部活と勉強が普通の人と
同じようにできています。毎日大変ですが、両立頑張ります。部活はサッカーをしていて、
ケガをして練習できない時もあるけれど、レギュラーを取るために頑張ります。将来は人の
大川市

役にたてる仕事をしたいと思っています。

佐藤

優斗

◎奨学金を支援してくださり、ありがとうございます。おかげさまで、不自由なく充実した高
校生活を送ることができています。私は今、２年次での文理選択を理系に決め、国公立大学
進学を目標に勉強を頑張っています。また、部活動では県大会出場を目標に日々練習に励ん
北九州市

でいます。これからもよろしくおねがいします。

菅

優輝

◎奨学金を支援していただき、ありがとうございます。おかげさまで高校生活を普通に送るこ
とができ、とても感謝しています。高校を卒業したら社会人になるので、そのために今、資
格をとるための勉強を頑張っています。いろいろな資格をとって自分の進みたい方向へ行け
北九州市

るように、努力したいと思っています。

新﨑

規人

◎私のために毎月奨学金を支援してくださり、ありがとうございます。おかげで、楽しく高校
にも通え、しっかりと勉強することができています。将来は放射線技師を目指しています。
こうやって夢を持てるのも、ご支援して下さっているおかげなので、そのことを忘れず、毎
日勉強を頑張りたいです。そして夢を叶えたいです。

久留米市

大石

涼雅

◎私のために奨学金を支援して下さり、ありがとうございます。これからも勉強をがんばって
いきたいと思います。将来はまだ決めていませんが、２年間じっくり考えていきたいです。
田川郡

納富

楓

★その他本誌に掲載されなかった多くの方からの感想文やお礼のお便りを頂きました。
○（福岡市）秋吉由公子
○（福岡市）大河美知子、大河和志
○（福岡市）村岡千代美、村岡姫菜
○（福岡市）山本法子
○（福岡市）太田 隼
○（福岡市）堀川康太
○（筑紫野市）ますながゆめと
○（春日市）真名子汐織、真名子藍浬
○（糸島市）竹浦明美、竹浦みやび、竹浦

○（北九州市）河津祐輝
○（北九州市）新﨑奈美恵、新﨑萌々香
○（北九州市）西田希美
○（北九州市）花田麻里菜、花田真帆
○（北九州市）松尾侑嬉音、松尾仁睦
○（北九州市）前田結唯
○（久留米市）麻生 怜、麻生英里香
○（八女郡）小椎尾菜穂子
寿

― 11 ―

《編集後記》
明けましておめでとうございます。
今年も遺家族懇親の一環として春、秋のバスツアーを計画しておりますので、皆様方多数のご
参加をお待ちしております。
また、令和２年５月19日(火)の当会定時総会開催ご案内を致しますが、出席・欠席の返信が不
足しますと定時総会の決議ができません。ご多忙のことと存じますが返信ハガキの投函をよろし
くお願いいたします。

《本部役員》
会

長

長

裕海（福岡)

監

事

伊藤

謙路 （福岡）

副会長

岩崎

明弘（福岡)

監

事

神屋

みほ （福岡）

〃

入江

秀敏（筑豊)

〃

太田

武文（筑後）

〃

月原日出男（福岡）

理

事

◎事務局

佐藤

正夫（北九州）

事務局長 月原日出男（本部）

〃

佐藤

栄作（北九州）

事務職員 本田

〃

眞銅

敬介（福岡）

愛子（本部）

★当会から行事予定やプロ野球観戦等いろいろな催物のご案内を致します。
ふるってご応募ご参加ください。
★ご家庭の住所、連絡先を変更されたとき、また、児童数が漏れているときは事務局にご連絡
ください。
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