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年頭のご挨 拶
新年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ご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。
本県では、交通事故のない「安全で安心な福岡県」を目指し、関係機関・団体
の皆さまと連携・協力して交通事故を減少させるための各種対策を推進しており
福岡県知事

服 部 誠太郎

ます。
県民を挙げた取り組みの結果、近年、交通事故発生件数は減少傾向にあります
が、今もなお、悲惨な交通事故により多くの尊い命が失われております。

貴会におかれましては、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いただくとともに、四
季の交通安全県民運動をはじめとする本県の交通安全対策の推進に一層のご支援とご協力をいただきますよ
うお願いいたします。
結びに、会員の皆さまのご多幸とご健勝を祈念いたしまして、年頭のごあいさつとさせていただきます。

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、高齢運転者の
交通事故や自転車関連事故については、全事故に占める割合が増加傾向にありま
す。また、飲酒運転による交通事故についても、件数は減少傾向にあるものの、
福岡市長

髙 島 宗一郎

年間で30件以上発生しており、飲酒運転の撲滅には未だ至っておりません。
福岡市では、子どもと高齢者の交通事故防止や自転車安全利用の推進、飲酒運
転撲滅などを重点目標に掲げ、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。
一昨年からの新型コロナウイルスの感染拡大は、市民生活に大きな影響を及ぼ
しています。交通遺児とそのご家族におかれましても、計り知れないご苦労があ
るとご推察いたします。
北九州市長

北 橋 健 治

このような中、北九州市では、市民や事業者の皆様に寄り添った様々なコロナ
対策を実施しております。特に、交通遺児への支援につきましては、コロナ禍で
就学にご苦労されている学生の皆様のため、山九株式会社様からのご寄付による

山九交通遺児奨学金制度を拡充いたしました。
令和３年度からは、高校生への給付額を増額するほか、給付対象を大学生や専修学校生へも拡大いたしま
したので、是非、修学の一助としてご利用いただければ幸いです。
結びに、皆様にとって、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。
会員の皆様や、ご支援下さいました企業・団体及び篤志家の皆様には、希望あ
る新年をお迎えのこととお慶び申しあげます。
さて、当会も令和４年で設立53年を迎えますが、今日まで福岡県及び各市町村
はじめ関係各位のご理解とご賛同をいただき、交通遺児支援事業に少なからず貢
献出来ましたことに厚く御礼申し上げます。
会

ところで、悲惨な交通事故をなくすため、県、県警、交通安全協会が推進する春、

長

長

裕 海

夏、秋、年末の「福岡県交通安全県民運動」に連携して、
「飲酒運転の撲滅」「子
供と高齢者の事故防止」
「自転車の安全利用の推進」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きましては、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、プロ野球観戦、
バスツアー他、各イベントの延期、中止等により活動が制限され、事業計画達成が厳しい状況にありました
が、皆様のお蔭により、まずまずの支援事業ができました事に深く感謝し、今後も遺児及び遺家族に充実し
た支援を行ってまいる所存であります。
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３年事業報告
１月

◎会報誌「福交遺ふれあいだより」発行
◎新年理事会・書面にて議題提案・決議

２月

◎九州西濃運輸労働組合中央委員会からの寄付金贈呈式を当会事務所にて実施

３月

◎定例理事会

令和３年度事業計画・収支予算承認を書面にて提案・決議

◎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
４月

◎令和２年度決算及び監査
◎県及び各市町村、賛助会員、法人団体へ令和２年度事業実績・収支決算報告
◎県及び各市町村へ令和３年度補助金(負担金)申請発送
◎定例理事会

令和２年度事業実績・収支決算承認を書面にて議題提案・決議

◎令和３年度賛助会費（法人・個人）納入願い発送
◎令和３年度交通遺児調査開始
◎「春の交通安全県民運動」に参加
５月

◎令和３年度奨学生10名決定
◎「春のバスツアー」新型コロナウイルス感染症予防のため中止

６月

◎令和３年度定時総会・理事会開催（新型コロナウイルス感染症予防対策実施）
◎令和３年度入学
◎令和２年度

７月

小・中・高生に入学祝い贈呈

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（新型コロナウイルス感染症予防のため中止）
◎西日本新聞民生事業団評議員会へ出席
◎人づくり県民生活部人権・同和問題研修会に出席

８月

◎福岡県及び各市町村へ令和４年度補助金（負担金）措置願い発送
◎遺家族懇談会・北九州（新型コロナウイルス感染症予防のため中止）

９月

◎「秋の交通安全県民運動」に参加

10月

◎「秋のバスツアー」新型コロナウイルス感染症予防のため中止

11月

◎公益社団法人の運営組織及び事業活動状況に関する立入検査
◎会報誌「福交遺ふれあいだより」編集開始

12月

◎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

５月～ 10月

PayPayドームプロ野球ソフトバンクホークス戦に遺家族招待

◎西日本新聞民生事業団「ハリー＆ハニー福祉基金」提供
◎福岡ソフトバンクホークス「メセナシートヤマト運輸株式会社」提供
◎九州三菱自動車販売株式会社「ＪＡ全農なごみシート」提供
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★ご支援に対し厚く御礼申し上げます
永年寄付法人（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

◇九州西濃運輸労働組合

◇西部ガスホールディングス株式会社

◇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久留米工場

◇株式会社ムーンスター

◇一般財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

◇株式会社大島産業

◇公益財団法人毎日新聞西部社会事業団

◇株式会社福岡金文堂

◇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

◇福岡中央ライオンズクラブ
◇株式会社エフエム福岡

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

◇株式会社八善

◇株式会社博運社

◇アトミクス株式会社

◇株式会社安武

◇ブリヂストン労働組合下関支部

◇社会福祉法人北九州市社会福祉協議会

◇株式会社姪浜タクシー

◇司観光開発株式会社

◇福岡ソフトバンクホークス株式会社

◇九州三菱自動車販売株式会社

◇ヤマト運輸株式会社福岡主管支店

◇ニュ－堅粕住宅第５・６棟駐車場管理組合

寄付 個人（順不同・敬称略）
村田

純治（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

栄作（小倉北区）

長

裕海（東区）

岩崎

明弘（早良区）

田島

国道（早良区）

是松

治基（那珂川市）

田村

准一（城南区）

月原

律子（南区）

太田

武文（柳川市）

櫻田

勝三（太宰府市）

山本

陽子（春日市）

太田

清（南区）

神屋

みほ（中央区）

中野

俊雄（那珂川市）

月原日出男（南区）

秋好

晴敏（城南区）

井阪彩江子（大阪府）

佐藤

正夫（小倉北区）

大島

康朋（宗像市）

伊藤

謙路（南区）

堀川

月原

昇（那珂川市）

吉原

宏枝（久留米市） 本田
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哲次（春日市）

愛子（筑紫野市） 匿名（古賀市）

★ご支援に対し厚く御礼申し上げます

ベスト電器スタジアムにおいて、㈱博運社の
皆様による募金イベント活動

㈱博運社の皆様により、ベスト電器スタ
ジアムにおいて、交通遺児育英募金が行
われ、募金をご寄付いただきました。
「㈱博運社
代表取締役社長 眞鍋 和弘氏（右）」
「アビスパ福岡㈱
常務執行役員 川﨑 和夫氏（中）」

㈱エフエム福岡主催、司観光開発㈱、㈱姪浜
タクシー、㈱八善協賛のハンドルキーパー運
動企画の協賛金をご寄付いただきました。
「㈱エフエム福岡
常務取締役 池本 裕之氏
（右）
」

九州西濃運輸労働組合の皆様から「カンガ
ルー募金」を交通遺児へ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）」

「大島育英基金」
に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」

「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（左）」
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野球観戦の感想
◎野球を見に行って、すごくたのしかったです。初めは、すぐにあきるんだろうなと思ったり
していました。でも観ていて、手をたたいたりしていたらすごく楽しかったです。一秒もあ
きることなく、
試合を観ることが出来ました。しかも３対１でホークスは試合に勝ったので、
とてもうれしかったです。今回の試合で、チーム力というのをよく知ることができました。
これだけのチーム力がなければ、試合には勝てないだろうなと思いました。失敗もたくさん
ありましたが、ホークスのみなさんはよくがんばってくれていて、感動しました。はじめて
の試合はすごく楽しかったです。ぜひ、今度また行くかせていただけたならと思います。よ
ろしくお願いします。
築上郡 川﨑 愛姫
◎今回はお招き下さってありがとうございました。コロナが長引き、外出をする機会が格段に
減少しておりますが、久しぶりにこのようなスポーツ観戦という楽しみを生で味わうことが
できました。先日行われた東京オリンピックもテレビ画面越しでしか応援できず、アスリー
トの存在は遠いものだと感じていました。しかし、選手たちを近くで見させていただいて本
当に勇気が出ました。私個人の話ですが、コロナ禍以降、自己不信に陥った経験があります。
孤独の恐ろしさを痛感し、他人をうらやんでばかりいました。友人もいない中では、自分の
気持ちを維持することは困難でした。今日感じたのは、アスリートはスポーツ自体を楽しん
でいるということです。自分がやっている姿に満足するのではなく、その対象が純粋に好き
なんだなと思いました。私もこれからは自分にほこりを持てるように、一歩ずつを重ねてい
こうと思います。試合結果は０－０に終わり、
３日連続勝利とはなりませんでした。しかし、
録音での応援や風船飛ばしがないなど通常とは異なる状況下だったので選手のフライを捕る
際のかけ声が聞けて新鮮でした。また、シートがソファの様に快適だったのでいつも以上に
ゆっくり観戦できました。サプライズで、７回裏の攻撃の際にファールボールを拾うことが
できて、ドームで叶えたかった夢だったのでとてもうれしかったです。個人的にはそれが最
も心に響きました。充実した時間を提供してくださって感謝しています。
北九州市 松尾 侑嬉音
◎まずは、ソフトバンクホークス対オリックスバッファローズ戦のチケットを送っていただい
てありがとうございました。今年はプロ野球の試合を見に行くことが出来ないと思っていた
ので、チケットが届いた時はうれしかったです。今回の試合はいきなりオリックスに１点取
られてどうなるかと思いましたが、
ソフトバンクもホームランですぐに逆転してくれたので、
会場も盛り上がりました。結局ソフトバンクの勝利だったのでとても嬉しかったです。今後
も色々と大変なことがあるかもしれませんが、チャンスがあったらまたプロ野球を見に行き
たいと思います。今回もありがとうございました。
北九州市 平田 旭
◎10月10日ホークス対オリックスの観戦チケットありがとうございました。息子は中１ですが
野球が大好きで、将来の夢はホーク
スの野球選手になる事と言っていま
す。10日の前日まではホークスは８
連敗していて、久々に３対１で勝ち
ました。試合内容もハラハラ、ドキ
ドキの接戦で最後まで応援のしがい
のある試合でした。コロナ感染予防
のため声は出せませんが、メガホン
や拍手での応援でも楽しい日になり
ました。勝利したので最後は花火ま
で見ることが出来て、最高の１日に
なりました。心より感謝いたします。
また明日から元気で頑張れます。
福岡市 秋吉 由公子
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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３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
◎奨学金を頂ける事になり、日々部活に、勉強と、充実した毎日を送る事ができています。あ
りがとうございます。将来は海上保安官になりたいと思っています。高校生活で、強い心、
強い身体を作れるよう頑張ろうと思います。
福岡市

有光

大地

◎毎日学校に行き楽しく過ごしています。また、ボランティア活動にも参加し、充実した日々
を送らせてもらっています。本当に感謝しています。現在は、大学受験をしたいと思い、頑
張っています。
「福岡中央ライオンズクラブ」の方々に感謝し、将来の夢に近づけるように
頑張りたいです。
福岡市

廣嶋

恵里

【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３年度は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。

【安武育英基金】
令和３年度は「株式会社安武ＣＥＯ安武

勉氏」より、
奨学生２名に支給が決定されました。

★奨学金を受けるにあたって
◎この度は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、周りの人と同
じように勉強ができています。これからは、色々な資格をとりたいと思っているので、もっ
と勉強を頑張っていきます。将来は、人の役にたてる仕事につきたいと考えています。
宮若市

坂本

りほ

◎奨学金を支援してくださり、本当にありがとうございます。おかげさまで学費の高い私立高
校ですが、まわりの友達と同じように不自由なく通えています。また「支えてくださる方が
いる」と思う事で、自分自身も「頑張らなくては」と思います。将来は、自動車の整備や販
売をしたいと思っています。その為に今はたくさんの知識や資格を身につけたいと思い、自
動車科に通っています。支えてもらったことへの感謝の気持ちを忘れずに、少しでも人や社
会の役に立てるように頑張ります。
大野城市
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津田

匠雅

【福交遺育英基金】
篤志家のご寄付により令和３年度も６名の奨学生に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援して頂き、ありがとうございます。そのおかげで勉強をがんばること
ができています。専門学校に進学したいと思っているので、
合格出来るようにがんばります。
将来は美容師になりたいです。
田川市

佐藤

愛音

◎父が小学校６年生の時に亡くなっていて、今、祖母に育ててもらっています。姉が美容学校
に通っているので、私も手に職をつけて美容の道に行きたいと思っています。もし祖母に何
かあっても、姉妹が同じ道で助け合って生きていこうと思っています。よろしくお願いいた
します。
飯塚市

山口

流奈

◎奨学金を支援していただき、ありがとうございます。おかげで毎日楽しく高校生活を送るこ
とができ、友達がたくさんできました。将来は、今学んでいることを生かして人の役にたて
る仕事をしたいと思っています。
久留米市

大石

愛

◎この度は奨学金を支援していただき、ありがとうございます。そのおかげで勉強と部活を両
立し頑張れています。学校では、楽しい充実した高校生活を送ることが出来ています。将来
の目標は、工業の仕事に就こうと思っており、そのため勉強を頑張って、いろんな資格をとっ
て仕事に生かしていきたいと思います。
大牟田市

阿部

来晟

◎学費が高いのですごく助かりました。将来は大工になれたらいいなと思っています。
筑紫野市

築地

秀俊

飲酒運転撲滅運動推進中
みんなで、
「ハンドルキーパー運動」に取り
組みましょう。
※

この運動は、飲酒運転の根絶対策として、仲間と
車で飲食店に行く場合、あらかじめ飲まない人（ハ
ンドルキーパー）を決め、その人が仲間を自宅まで
送るというものです。

福岡県交通安全協会
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卒業後の進路について
「福岡中央ライオンズクラブ奨学生」
◎卒業後、Ｂｅ－ＳＴＡＦＦ

ＭＡＫＥ

ＵＰ

ＵＮＩＶＥＲＳＡＬというメイクの学校に進

学させていただきました。現在はＢｅ－ＳＴＡＦＦに通い、メイクやスキンケアの事につい
て勉強しています。２年間という短い間で、
学べること全て学び、
自分のものにしたいと思っ
ています。この度は多くの会の方々、ご関係者の方々に支えていただき、本当に感謝してい
ます。ありがとうございます。
福岡市

廣嶋

里咲

この度は３年間お世話になりましてありがとうございました。不安だった子育てもおかげ
様で安心して過ごせました。素晴らしい会にめぐりあえ、立派に高校を卒業する事が出来ま
して感謝の気持ちでいっぱいです。これからも母子とも頑張っていこうと思います。
（母）
◎山口大学共同獣医学科へ進学、１年在学中です。
福岡市

匿名希望

小学校の頃から志望していた職業に就くため、ひとり暮らしで大学に通っています。高校
３年間はライオンズクラブの奨学金をいただき、塾にも通うことができました。温かいご支
援をいただき、たいへんありがたく思っております。
（母）
◎私は今、福岡天神医療リハビリ専門学校で作業療法士を目指しています。資格をとって、身
近な人を助け、人を助ける仕事に就きたいと思って毎日学校に通い、勉学に励んでいます。
福岡市

内山

智陽

福岡県交通遺児を支える会の方々には、長い間大変お世話になりました。息子も小２で父
親を亡くしましたが、沢山の方に支えられ、無事に高校を卒業し、専門学校で次の夢に向かっ
て頑張っております。人の痛みが分かる優しい社会人になってほしいです。本当にありがと
うございました。感謝でいっぱいです。
（母）

「安 武 育 英 基 金 奨 学 生」
◎臨床検査技師になるため、福岡の私立大学で学んでいます。コロナが流行っているのでます
ます覚えることがたくさんありそうです。将来、医療系に進む人間として１人でも多くの命
を救えるように、４年間勉学に励んでいきます。本当にありがとうございました。まだ対面
授業ですが、コロナの影響でこれからオンライン授業になりそうです。オンラインになって
勉学がおろそかになることがないように日々努力していきたいと思っています。
糟屋郡

瀧口

美里

本当に今までありがとうございました。コロナで皆様も交流を控えられ、大変な毎日を過
ごされていると思います。本人の希望で命を助ける、
助けられる仕事につきたいとのことで、
ＪＡＳＳＯや交通遺児育英会の助けを借り純真学園大学で学ばせて頂いています。美里がこ
れから人の力になれればと思っております。
（母）
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卒業後の進路について
◎３年間、奨学金を頂き、ありがとうございました。高校を卒業後、九州産業大学理工学部に
進学しました。コロナの影響もありますが、毎日学校に通って、プログラミングなどの勉強
をしています。
筑紫野市

野口

裕貴

最後の１年はコロナのためいろいろ大変でしたが、
勉強したいと言っていた大学にも進み、
毎日充実しているようです。高校生活を支えて頂き、ありがとうございました。
（母）

「福 交 遺 奨 学 生 」
◎高２の時に電気系の会社に就職し、卒業後も勤務しています。来年は電気２種の試験に挑戦
する予定です。
田川市

草場

練

３年間本当にありがとうございました。高１の時退学となり、その後編入となり、やっと
の事で卒業できました。今は出張先で毎日一生懸命頑張っています。
（母）
◎九州産業大学商学部に入学しました。３年間奨学金を支給してくださり本当にありがとうご
ざいました。現在は、
新型コロナウィルスの影響で遠隔授業を受けています。大学では、
色々
な経験を通してたくさん吸収し、幅広い視野と価値観を身に付け、成長していきたいと思い
ます。これから４年間頑張りたいと思います。
小郡市

大河

和志

３年間、親子共々大変お世話になりました。奨学金の支給のおかげで、息子は部活に、勉
強にと楽しい学校生活を過ごすことができました。本当にありがとうございます。大学生活
ではさまざまな事を吸収して、
社会にでたときにそれを生かせる人になってほしいです。
（母）
◎九州産業大学に入学しました。新型コロナウィルスの影響もあり、学校の授業がオンライン
で行われることもあります。また、飲食店でアルバイトをしているので、時短営業になるこ
ともありました。私は将来の目標が定まっていないので、この大学生活を通して自分のやり
たいことを見つけていきたいと思っています。小学校の頃からお世話になりました。ありが
とうございました。
中間市

池田

修都

奨学金を支援していただき、ありがとうございました。おかげさまで高校生活も楽しく過
ごさせていただくことが出来ました。大学にも合格することが出来、感謝しています。長い
間お世話になりました。
（母）
◎立花鉄工建設株式会社に就職、会社の先輩方に教わりながら日々、頑張っています。きつい
こともあるけれど、頑張っていきます。本当にありがとうございました。
八女市

橋爪

恭磨

高校を無事卒業してくれて良かったです。本当にありがとうございました。これから社会
人として独り立ちしていけるよう支えていきたいと思います。
（母）
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交通安全のお知らせ
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《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

〃

秋好

晴敏（福岡）

愛子（本部）

《事務局からのお知らせ》
◎当会から行事予定やプロ野球観戦等のイベントを、はがき及びホームページにて、ご案内して
おり、特にホームページの案内をお見逃しないように、ご応募ください。
◎保護者の住所、連絡先（TEL等）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。

《編集後記》
初春の新しい年を迎え、お健やかな日々をお過ごしのことと存じます。
会報誌「福交遺ふれあいだより」令和４年号を発行するにあたり、原稿をお寄せくださいまし
た皆様に心から感謝申し上げます。
今年こそは、新型コロナウイルスの退散を願って、元気なご家族にお会いできることを楽しみ
にしております。

☎ 0948-92-0533
Fax 0948-92-0633
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☎ 0948-92-6855

