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 くつろぐ、遊ぶ、学ぶだけではなく、
 働く、健康になる、夢中になる、年を重ねる…。
 住まう人の生き方や、変わりゆく価値観に寄り添い、
 その時々に最善の答えをデザインし、お届けする。
 家は人生の喜びや幸せを叶え続けられる場所だから。
 「家は生きる場所へ。」

℡092-473-5156 fax092-473-5175
〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-11-24

www.daiwahouse.co.jp

福岡支社木造住宅営業所

防 犯 活 動 功 労 者・団 体 表 彰
受賞おめでとうございます！

ご応募ありがとうございました！

長年にわたる防犯活動功労により表彰を受けられた方々です！

警察庁長官・全国防犯協会連合会会長連名表彰

課題：幅広い世代が参加する防犯ボランティア活動

令和４年全国地域安全運動モデルポスター・標語　福岡県最優秀作品 福岡県防犯協会連合会会長表彰

岡崎　さくら
（九州産業大学）

小野　莞太郎
（春日南中学校）

古賀　千愛
（大川小学校）

防犯栄誉銀章　10名

防犯功労団体　１団体

石塚 政章 (門 司)

門司防犯暴追協会連合会 西門司校区防犯協会 代表者 藤原 俊和 (門 司)

竹永 健二郎 (博多臨港) 三宅 　昭 (行橋京都)高宮 歳継 (八幡西) 徳安 正大 (糸 島)
山中 洋一 (八 女) 永田 健次郎 (戸 畑) 尾上 勝彦 (筑紫野・太宰府)中村 忠紀 (嘉 麻) 塚本 誠司 (飯 塚)

山口 捷海(筑紫野・太宰府) 太田 信幸(八幡西)垰岡 昌秀(直 方)田中 正男(糸 島)大楠 三義(久留米)

(順不同・敬称略・（）は地区協会名)

防犯栄誉金章  ５名

【直方】直方市自治区公民館の賛助会
員に振り込め詐欺マルチトレイを配
布。トレイには手渡し詐欺にご用心！電
話で「お金」はすべ て詐欺と注意喚起。

【うきは】市内の学童保育所で子供
を犯罪被害から守る防犯教室を開
催。いかのおすし折り紙、防犯グッ
ズ、啓発チラシを配布して注意喚起。

【柳川･みやま】敬老の日に向け学童保育
所の児童が祖父母宛てに防犯メッセー
ジを作成。ニセ電話詐欺などの被害に遭
わないよう各家庭で注意喚起を依頼。

【大牟田】市内幼稚園で実践的不審者対
応訓練と防犯教室を開催。中学校で性
犯罪等防止キャンペーンを実施。防犯チ
ラシや啓発グッズを配布し注意喚起。

【宮若】警友会直方支部と協働で年金支
給日の金融機関においてニセ電話詐欺
被害防止キャンペーンを実施。啓発チ
ラシと防犯グッズを配布して注意喚起。

【田川】添田大任地区防犯協会、タクシー
業者と協働し道の駅で防犯等キャンぺー
ンを実施。こども110番通報タクシー制度
広報とニセ電話詐欺防止グッズを配布。

【豊築】ニセ電話詐欺を阻止した福岡
信金豊前支店、セブンイレブン三毛店
に署長感謝状を贈呈。児童クラブの小
学生にいかのおすし防犯教室を実施。

【中央】小笹校区に配備した青パトの出
発式を開催。白バイ、パトカーも参加、
小笹小学校１年生に見送られて出発。
その後、児童に防犯・交通教室を実施。

【早良】早良区役所と協働で安全・安心フェ
スタを開催。来場した小学生と保護者にい
かのおすしチラシを配布、高齢者にまっ太
フォ ンの使用方法を説明し注意喚起。

【八幡東】スクールサポーターと協働して
高槻学童保育クラブで防犯教室を開催。
いかのおすしで子供達に自分の身を守
る方法や交通事故防止ルール等を指導。

【戸畑】戸畑署の「いきいき子供講座」で
大声大会を実施し優勝者を表彰。管内企
業で性犯罪被害防止講座を実施、防犯
ブザーを配布して実践的護身術を指導。

【筑紫野･太宰府】筑紫地区安全安心ま
ちづくり推進協議会と協働でボラン
ティアリーダー研修会を開催。少年、交
通、防犯、防災の４分科会に分けて実施。

いかのおすし

手渡し詐欺にご用心！電
話で「お金」はすべ て詐欺

いかのおすし

かのおすし

いかのおすし

まっ太
い

フォ ン

防 犯 は　ひ と り の 目 よ り　み ん な の 目 原田　祥二郎 （田川市）

大 切 な　命 を 守 る　地 域 の 目 松川　華音 （福岡女子商業高校）

勇 気 あ る　あ な た の 声 か け　あ り が と う 松藤　心優 (日の里中学校）

世 代 こ え　笑 顔 を つ な ぐ　ボ ラ ン テ ィ ア 秋吉　恋奈 (井堀小学校）
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福 岡 県 警 察 本 部 少 年 課 福岡県警察本部 生活保安課

ＳＮＳ等の仮想通貨トラブルに注意STOP  ・ ＤＶ！

被害にあったら迷わず通報・相談!

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日(土)～11月25日(金)

★　配偶者や交際相手からの
暴力に悩んでいませんか？
★　我慢せず、早めに相談しま
しょう。

緊急時はすぐに110番！

★ 福岡県あすばる相談ホットライン
　☎092-584-1266
　　◆毎日　  9:00～17:00
　　◆金曜(祝日を除く)のみ18:00～20:30も対応
※ 8/13～8/15、年末年始を除く。

★ 福岡県配偶者からの暴力相談電話
　☎092-663-8724
　　◆月～金曜　17:00～24:00
　　◆土日祝日　  9:00～24:00
※ 年末年始を除く。

★

★

11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日

児童虐待を見かけたら

～知らせて守る　子どもの未来～

《虐待対応ダイヤル：189（いちはやく）》

《発見のポイント》
●　子供の泣き声や、保護者等の
　怒鳴り声が頻繁に聞こえる。
●　子供の身体に不自然な
　アザや傷が多い。
●　子供の身体や衣服が、
　不衛生で汚れている。
●　子供が家に帰りたがらず、おびえている。
　等は、虐待のサインかもしれません。

　虐待の疑いを感じたら、
迷わず児童相談所や警察に連絡を！

◆ 24時間対応しています。
◆ お近くの児童相談所につながります。
◆ 匿名でＯＫです。
◆ 連絡者のプライバシーは守られます。
◆ 緊急の場合は110番通報しましょう！

児童虐待で命を落とす悲劇が後を絶ちません！

なくそう、子どもの性被害

　インターネットの危険性を教えて、親子で利
用方法や利用時間を話し合い、ルールを決めて
正しく、子供に使わせましょう。

　警察ではＳＮＳ上をサイバーパトロールして、
子供の性被害につながるおそれのある不適正
な書き込みを発見し、注意喚起メッセージを投
稿する取り組みを推進しています。

　１１月は「子供・若者育成支援推進強化月間」
絶対に許さない！子供への性犯罪！

《子供たちが狙われています！》

「子供の様子がおかしい」等の心配事や困り事
は、早いうちに、最寄りの警察署又は少年サ
ポートセンターに相談をしてください！

◆児童買春
◆児童ポルノ
◆ＪＫビジネス

番！
防犯功労者　41名

坂上 　守(博 多)

大庭 寿人 (福岡南)

矢野 仁志 (春日・大野城・那珂川)

加藤 俊男 (八幡東)

石田 健治 (若 松)

遠藤 靖彦 (直 方)

緒方 一利 (久留米)

中村 典幸 (柳川･みやま)

穴井 昌則 (博 多)

山口 豊之 (福岡南)

藤野 茂成 (春日・大野城・那珂川)

影山 英雄 (小倉北)

野田 和秀 (若 松)

坂田 雅量 (嘉 麻)

石井 直登 (久留米)

土師 聡子 (八 女)

梅村 龍司 (中 央)

田中 清実 (東福岡)

井上 善久 (春日・大野城・那珂川)

藤瀬 明宏 (糸 島)

木村 栄久 (折 尾)

山下 洋介 (門 司)

舩越 輝雄 (久留米)

野田 高洋 (大川・大木)

　松 　満 (中 央)

安岡 由雄 (東福岡)

豊永 耕司 (粕 屋)

櫻木 晴美 (筑紫野・太宰府)

筒井 明彦 (折 尾)

和泉 政良 (戸 畑)

見増 文子 (田 川)

佐野 末廣 (筑後)

井原 石雄 (中 央)

石村 帰一 (東福岡)

井戸垣 敏 (西福岡)

中邑 貞弘 (筑紫野・太宰府)

新垣 行夫 (折 尾)

篠田 孝一 (戸 畑)

中村 博文 (直 方)

川原 唯男 (うきは)

金子 良幸 (柳川･みやま)

全国防犯協会連合会会長表彰

九州防犯協会連絡協議会会長・九州管区警察局長連名表彰

福岡県防犯協会連合会会長・福岡県警察本部長連名表彰

福岡県防犯協会連合会会長・福岡県警察生活安全部長連名表彰

功労ボランティア団体　2団体
和白東校区防犯推進会　　代表者　西野 嘉志久 (東福岡)

泉地区自治会　　　　　　代表者　鉃川 　浩司 (春日・大野城・那珂川)

防犯栄誉銅章　29名
平川 吉晴 (早 良)

鳥巢 正行 (筑紫野・太宰府)

渡邉 　登 （戸 畑)

家倉 五十二郎 (門 司)

池田 　進 (西福岡)

永野 朝光 (豊 築)

髙﨑 次郎 (博 多)

吉田 菜摘 (若 松)

尾崎 　喬 （行橋京都）

梶　　 務 (小倉北)

吉村 　悟 （西福岡)

吉田 功利 (大川・大木)

山﨑 千春 (糸 島)

梅﨑 博文 (柳川･みやま)

山下 　博 (博 多)

森 　健一 (中 央)

堤 日出男 (飯 塚)

松山 輝雄 (筑 後)

冨岡 正文 (糸 島)

永冨 允生 (直 方)

西村 弘幸 (春日・大野城・那珂川)

古長 撓男 (折 尾)

平田 久雄 (朝 倉)

橋本 安彦 (久留米)

前田 通憲 (筑紫野・太宰府)

小山 　毅 (中 央)

𠮷田 泰一 (八幡西)

三好 元昭 (折 尾)

佐谷 英和 (東福岡)

防犯功労者　12名
後藤 清忠 (春日・大野城・那珂川)

松岡 光昭 (嘉 麻)

原 　和敏 (八 女)

楠原 修二 (飯 塚)

津留 光政 (八幡東)

龍 　元宣 (久留米)

進藤 二郎 (中 央)

山田 良治 (柳川･みやま)

岡本 健治 (筑紫野・太宰府)

川上 豊治 (東福岡)

慶田 　勉 (若 松)

前田 利昭 (行橋京都)

学生防犯ボランティア団体 １団体
福岡県立大学防犯サークル オリオンズ（田川市）

(公社)福岡県宅地建物取引業協会 中央支部

東警察署少年補導員連絡会香椎支部

佐谷区防犯パトロール隊

緑台区自治会

中井校区生活安全パトロール隊

大蔵第一自治区会　

直方宮若遊技場組合

青峰校区防犯協会

柳川タクシー部会

御供所防犯組合

(公社)福岡県宅地建物取引業協会 南部支部

南ヶ丘一区防犯・子ども見守り隊 

大谷慶人クラブ

東谷地区生活安全パトロール隊

門司警察署少年補導員連絡会　

田川遊技業防犯組合

久留米ヤクルト販売株式会社 筑後センター

(中 央)

(東福岡)

(粕 屋)

(筑紫野・太宰府)

(小倉北)

(八幡東)

(直 方)

(久留米)

(柳川･みやま)

(博 多)

(福岡南)

(春日・大野城・那珂川)

(宗 像)

(小倉南)

(門 司)

(田 川)

(筑 後)

防犯功労団体　17団体 （紙面の都合で名称を簡略することがあります）

防犯功労団体　２団体
鞍手町青色防犯パトロール隊　代表者　垰岡 昌秀 (直 方)

警固校区防犯組合　　　　　  代表者　野田 孝恵 (中 央)

◆ 狩猟前に射撃練習し、銃の取扱に慣れておく。
◆ 狩猟区域を事前に確認しておく。
◆ 銃は、ケースなどに入れて携帯、運搬する。
◆ 射撃する前は、必ず矢先の安全を確認する。
◆ 射撃する必要がないときは、弾を装填しない。
◆ 弾を装填したまま銃を携帯、運搬しない。
◆ 銃や弾を車の中に放置しない。

《猟銃等を使用される皆様へのお願い》

狩猟事故をなくしましょう！

《狩猟期間》
イノシシ・シカの狩猟
令和４年10月15日～令和５年４月15日
狩猟鳥獣の狩猟
令和４年11月15日～令和５年２月15日
★　例年、狩猟期は猟銃等による事件・事故が
　増加する傾向にあります。
★　山や川、海でレジャー
　を楽しまれる方は、銃声の
　する方向には絶対近づか
　ないでください。

株式会社 筑後センター (筑 後)

坂上 　守(博 多)

大庭 寿人 (福岡南)

則 (博 多)

之 (福岡南)

原 修二 (飯 塚)

留 光政 (八幡東)

田 通憲 (筑紫野・太宰府)

山 毅 (中 央)

かかかかかかかおかかおおかかかかかおくくおくくおおくくくくおくくくふくくくくくふふくくくくふくふふふふふふ おおおおおおふふふふ かかかかかかかふふふふふふふ かかかかおふくおかふふふふふ犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯

千春 (糸 島)

博文 (柳川･みやま)

冨岡 正文 (

永冨 允生 (

(糸 島)

(直 方)

前田

小山
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　虐待の疑いを感じたら、
迷わず児童相談所や警察に連絡を！

◆ 24時間対応しています。
◆ お近くの児童相談所につながります。
◆ 匿名でＯＫです。
◆ 連絡者のプライバシーは守られます。
◆ 緊急の場合は110番通報しましょう！

児童虐待で命を落とす悲劇が後を絶ちません！

なくそう、子どもの性被害

　インターネットの危険性を教えて、親子で利
用方法や利用時間を話し合い、ルールを決めて
正しく、子供に使わせましょう。

　警察ではＳＮＳ上をサイバーパトロールして、
子供の性被害につながるおそれのある不適正
な書き込みを発見し、注意喚起メッセージを投
稿する取り組みを推進しています。

　１１月は「子供・若者育成支援推進強化月間」
絶対に許さない！子供への性犯罪！

《子供たちが狙われています！》

「子供の様子がおかしい」等の心配事や困り事
は、早いうちに、最寄りの警察署又は少年サ
ポートセンターに相談をしてください！

◆児童買春
◆児童ポルノ
◆ＪＫビジネス

番！
防犯功労者　41名

坂上 　守(博 多)

大庭 寿人 (福岡南)

矢野 仁志 (春日・大野城・那珂川)

加藤 俊男 (八幡東)

石田 健治 (若 松)

遠藤 靖彦 (直 方)

緒方 一利 (久留米)

中村 典幸 (柳川･みやま)

穴井 昌則 (博 多)

山口 豊之 (福岡南)

藤野 茂成 (春日・大野城・那珂川)

影山 英雄 (小倉北)

野田 和秀 (若 松)

坂田 雅量 (嘉 麻)

石井 直登 (久留米)

土師 聡子 (八 女)

梅村 龍司 (中 央)

田中 清実 (東福岡)

井上 善久 (春日・大野城・那珂川)

藤瀬 明宏 (糸 島)

木村 栄久 (折 尾)

山下 洋介 (門 司)

舩越 輝雄 (久留米)

野田 高洋 (大川・大木)

　松 　満 (中 央)

安岡 由雄 (東福岡)

豊永 耕司 (粕 屋)

櫻木 晴美 (筑紫野・太宰府)

筒井 明彦 (折 尾)

和泉 政良 (戸 畑)

見増 文子 (田 川)

佐野 末廣 (筑後)

井原 石雄 (中 央)

石村 帰一 (東福岡)

井戸垣 敏 (西福岡)

中邑 貞弘 (筑紫野・太宰府)

新垣 行夫 (折 尾)

篠田 孝一 (戸 畑)

中村 博文 (直 方)

川原 唯男 (うきは)

金子 良幸 (柳川･みやま)

全国防犯協会連合会会長表彰

九州防犯協会連絡協議会会長・九州管区警察局長連名表彰

福岡県防犯協会連合会会長・福岡県警察本部長連名表彰

福岡県防犯協会連合会会長・福岡県警察生活安全部長連名表彰

功労ボランティア団体　2団体
和白東校区防犯推進会　　代表者　西野 嘉志久 (東福岡)

泉地区自治会　　　　　　代表者　鉃川 　浩司 (春日・大野城・那珂川)

防犯栄誉銅章　29名
平川 吉晴 (早 良)

鳥巢 正行 (筑紫野・太宰府)

渡邉 　登 （戸 畑)

家倉 五十二郎 (門 司)

池田 　進 (西福岡)

永野 朝光 (豊 築)

髙﨑 次郎 (博 多)

吉田 菜摘 (若 松)

尾崎 　喬 （行橋京都）

梶　　 務 (小倉北)

吉村 　悟 （西福岡)

吉田 功利 (大川・大木)

山﨑 千春 (糸 島)

梅﨑 博文 (柳川･みやま)

山下 　博 (博 多)

森 　健一 (中 央)

堤 日出男 (飯 塚)

松山 輝雄 (筑 後)

冨岡 正文 (糸 島)

永冨 允生 (直 方)

西村 弘幸 (春日・大野城・那珂川)

古長 撓男 (折 尾)

平田 久雄 (朝 倉)

橋本 安彦 (久留米)

前田 通憲 (筑紫野・太宰府)

小山 　毅 (中 央)

𠮷田 泰一 (八幡西)

三好 元昭 (折 尾)

佐谷 英和 (東福岡)

防犯功労者　12名
後藤 清忠 (春日・大野城・那珂川)

松岡 光昭 (嘉 麻)

原 　和敏 (八 女)

楠原 修二 (飯 塚)

津留 光政 (八幡東)

龍 　元宣 (久留米)

進藤 二郎 (中 央)

山田 良治 (柳川･みやま)

岡本 健治 (筑紫野・太宰府)

川上 豊治 (東福岡)

慶田 　勉 (若 松)

前田 利昭 (行橋京都)

学生防犯ボランティア団体 １団体
福岡県立大学防犯サークル オリオンズ（田川市）

(公社)福岡県宅地建物取引業協会 中央支部

東警察署少年補導員連絡会香椎支部

佐谷区防犯パトロール隊

緑台区自治会

中井校区生活安全パトロール隊

大蔵第一自治区会　

直方宮若遊技場組合

青峰校区防犯協会

柳川タクシー部会

御供所防犯組合

(公社)福岡県宅地建物取引業協会 南部支部

南ヶ丘一区防犯・子ども見守り隊 

大谷慶人クラブ

東谷地区生活安全パトロール隊

門司警察署少年補導員連絡会　

田川遊技業防犯組合

久留米ヤクルト販売株式会社 筑後センター

(中 央)

(東福岡)

(粕 屋)

(筑紫野・太宰府)

(小倉北)

(八幡東)

(直 方)

(久留米)

(柳川･みやま)

(博 多)

(福岡南)

(春日・大野城・那珂川)

(宗 像)

(小倉南)

(門 司)

(田 川)

(筑 後)

防犯功労団体　17団体 （紙面の都合で名称を簡略することがあります）

防犯功労団体　２団体
鞍手町青色防犯パトロール隊　代表者　垰岡 昌秀 (直 方)

警固校区防犯組合　　　　　  代表者　野田 孝恵 (中 央)

◆ 狩猟前に射撃練習し、銃の取扱に慣れておく。
◆ 狩猟区域を事前に確認しておく。
◆ 銃は、ケースなどに入れて携帯、運搬する。
◆ 射撃する前は、必ず矢先の安全を確認する。
◆ 射撃する必要がないときは、弾を装填しない。
◆ 弾を装填したまま銃を携帯、運搬しない。
◆ 銃や弾を車の中に放置しない。

《猟銃等を使用される皆様へのお願い》

狩猟事故をなくしましょう！

《狩猟期間》
イノシシ・シカの狩猟
令和４年10月15日～令和５年４月15日
狩猟鳥獣の狩猟
令和４年11月15日～令和５年２月15日
★　例年、狩猟期は猟銃等による事件・事故が
　増加する傾向にあります。
★　山や川、海でレジャー
　を楽しまれる方は、銃声の
　する方向には絶対近づか
　ないでください。

株式会社 筑後センター (筑 後)

坂上 　守(博 多)

大庭 寿人 (福岡南)

則 (博 多)

之 (福岡南)

原 修二 (飯 塚)

留 光政 (八幡東)

田 通憲 (筑紫野・太宰府)

山 毅 (中 央)
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千春 (糸 島)

博文 (柳川･みやま)

冨岡 正文 (

永冨 允生 (

(糸 島)

(直 方)

前田

小山


