平成 24 年度

戸畑区社協地域福祉貢献者に感謝状を贈呈

贈呈式に参加された受賞者の皆さん

昨年
12

月

13

日︵木︶︑

戸畑区役所３階大会議

室において︑区内で永

年︑本会の活動及び地

戸畑区地域福祉貢献者

︵敬称略︶

感謝状受賞者の皆さま

︻牧山地区社協︼山根博江︑山下エミ子

︻牧山東地区社協︼吉岡英雄

︿地域福祉貢献者﹀

︻天籟寺地区社協︼林サヱ子︑魚住紀子

域福祉の増進に貢献寄

与された方々へ式典を

︻大谷第二地区社協︼堀ノ内照子︑柏木勲

催し︑感謝状を贈呈し

︻一枝地区社協︼丸小野義彦︑野村ミヤ子

︻北沢見地区社協︼河野正治︑瓜生多希子

ました︒

︻南沢見地区社協︼尾池義昭︑原田光子

︻中原地区社協︼竹内万司︑佐藤節子

トワーク活動の推進に

︻浅生地区社協︼三浦芳香︑吉田美津江

日頃︑ふれあいネッ

大きく貢献している福

福田泰治︑竹原令宜

︻戸畑区社協︼平野昌代︑石飛隆一

︿高額寄付者﹀

野田築炉工業

徹︑吉田幸雄

祉協力員や地区社協の

名︑ ま た︑ 本 会

役員︑ボランティアな

どが

の地域福祉活動にご賛

︻個人︼松井

代表取締役 会長 野田通生

︻法人︼有限会社

戸畑区社協では、各地区社協が中心となって取り組んでいるふれ
あいネットワーク活動等、地域福祉を推進するための財源をご寄付
などのかたちで、住民の皆さまにご協力をお願いしています。
この度、感謝状を受賞された戸畑区丸町一丁目の有限会社 野田築
炉工業（代表取締役 野田通生会長）様にも、平成 ２3 年３月から戸
畑区社協へご寄付をいただいています。
去る１月 ２5 日（金）
、３回目となるご寄付をご夫婦でご持参いただ
きました。
“築炉工事のみならず、安全や環境
へ配慮も怠らず、社会に貢献できる企業を目
指す”ことを経営理念の一つに掲げられてい
る野田築炉工業様のあたたかいお気持ちを区
内の地区社協と一緒に地域福祉活動に乗せて、
皆さまにお届けしていきたいと思います。
今後とも、皆さまのご理解ご支援をよろし
くお願いいたします。
野田築炉工業様（左）

同いただき︑高額のご

寄付というかたちでご

支援くださいました２

名 の 方 と 企 業 １社 が 受

賞となりました︒

式典では︑来賓の柏

木 区 長 を は じ め︑ 区 社

協・地区社協関係者が

参列するなか︑本会の

加藤美佐子会長が受賞

者一人ひとりに心を込

めて感謝状を贈呈しま

受賞された皆さま方

した︒

には︑引き続き地域福

祉活動へのご協力と戸

畑区社協へのあたたか

いご支援をお願いいた

しまして︑今後一層の

ご健勝とご活躍をお祈

り申し上げます︒

ご寄付のかたちでご支援を…
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この広報紙は皆様から寄せられた赤い羽根共同募金の配分金でつくられています。

1

戸畑区社会福祉協議会だより

赤い羽根共同募金

皆様からの温かいご協力、誠にありがとうございました。共同募金会戸畑区支会
戸別募金内訳

共同募金
5,412,024 円
共同募金内訳
戸別募金
街頭募金
法人募金
学校募金
職域募金
資材募金
個人募金
その他募金
前受金

4,268,650 円
211,239 円
306,000 円
17,094 円
77,293 円
473,624 円
10,000 円
48,077 円
47 円

赤い羽根共同募金協力者ご芳名

＊戸別募金
（4‚268‚650 円）
戸畑区自治総連合会（東戸畑、西戸畑、
牧山、牧山東、天籟寺、大谷第一、大谷
第二、鞘ケ谷・福柳木、東一枝、西一枝、
東中原、西中原、三六、北沢見、南沢見、
浅生）
＊法人募金
（30,000 円）
㈳北九州市戸畑区医師会、ニッテツ八幡
エンジニアリング㈱、㈲雅薬局
（10,000 円）
北九州エル・エヌ・ジー㈱、江田工事㈱、
光和精鉱㈱戸畑製造所、新日鐵住金㈱八
幡製鐵所、創価学会北九州文化会館、㈲
デガワ、日本水産㈱戸畑工場、北交大和
タクシー㈱、南印刷所
（5,000 円）
AGC 保険マネジメント㈱九州支店、栄和
設計㈱、ＮＳプラント設計㈱、樫本商店、
㈱九州光林堂、㈲こうざき文具、㈲秀文

歳末たすけあい募金
653,191 円

東戸畑
276,250 円
西戸畑
248,750 円
牧 山
240,950 円
牧山東
303,250 円
天籟寺
427,750 円
大谷第一
286,350 円
大谷第二
280,000 円
鞘ヶ谷・福柳木 254,400 円
東一枝
132,500 円
西一枝
195,950 円
東中原
267,250 円
西中原
228,750 円
三 六
255,250 円
北沢見
146,250 円
南沢見
253,500 円
浅 生
471,500 円
計
4,268,650 円

（敬称略）

社印刷、第一警備保障㈱、電協産業㈱、
㈱電波、㈳戸畑歯科医師会、戸畑製氷冷
蔵㈱、㈱トーケン設計、㈱ヒガキ、光産
業㈱、㈲明和、㈲夜宮調剤薬局、㈱渡辺
藤吉本店北九州支店
（3,000 円）
㈱かんでんエンジニアリング九州支店、
㈲北九州消毒センター、
㈲山生工業、
産機
エンジニアリング㈱、
㈲菅原松好園、
製鉄
曳船㈱、
㈲照寿司、
㈲中野塗料店、
平山精肉
店、
ミヤコ計機㈱
（2,000 円）
印章センター戸畑店、㈱協力ビル管理、
㈳戸畑薬剤師会
＊個人・団体募金
（10,000 円）山中繁樹
＊街頭募金活動協力者
（211‚239 円）
各地区社会福祉協議会、戸畑区自治総連
合会、戸畑区婦人会協議会、戸畑区民生
委員児童委員協議会、北九州市立高等学

歳末たすけあい募金協力者ご芳名

歳末募金内訳
法人募金
個人・団体
職域募金
前受金

18,000 円
569,821 円
65,364 円
6円

校、ボーイスカウト北九州第 46 団
＊学校募金
（9‚030 円）中原小学校
(3‚716 円 ) 高生中学校
(2‚254 円）大谷小学校
(1‚539 円 ) 天籟寺小学校
(555 円 ) 九州工業大学
＊募金箱設置協力者 (125‚370 円 )
あやめの里、エスカル戸畑、すかいらー
くレストランガスト一枝店、戸畑共立病
院、戸畑リハビリテーション病院、ポプ
ラ幸町店、北九州市社会福祉協議会、北
九州市立美術館、戸畑生涯学習センター、
夜宮青少年センター、
市民センター（浅生、
一枝、大谷、鞘ヶ谷、沢見、三六、天籟
寺、中原、西戸畑、東戸畑、牧山、牧山東）
戸畑区役所
＊資材募金（図書・クオカード、バッジ、
ボールペン）
(473‚624 円 )
九州旅客鉄道戸畑駅、さわみ園、山九㈱北九
州支店、新日鉄住金エンジニアリング㈱、新
日鉄住金化学㈱、第一警備保障㈱、大光炉材

㈱、戸畑大谷園、戸畑区医師会、戸畑東ロー
タリークラブ、ニッスイマリン工業㈱、日鉄
住金環境プラントソリューションズ㈱、濱田
重工㈱、松永商店、北九州高齢者福祉事業協
会、北九州市障害者基幹支援センター、北九
州身体障害者福祉事業協会、北九州市社会福
祉協議会、戸畑区社会福祉協議会、地区社会
福祉協議会（西戸畑、牧山、牧山東、天籟寺、
大谷第二、一枝、中原、北沢見、南沢見、浅生）
、
戸畑区自治総連合会（東戸畑、牧山東、天籟
寺、大谷第二、鞘ケ谷・福柳木、西一枝、東
中原、三六、北沢見、南沢見、浅生）
、戸畑
区婦人会協議会（東戸畑、西戸畑、浅生、北
沢見、中原、天籟寺、大谷）
、地区民生委員
児童委員協議会（西戸畑、東戸畑、牧山、牧
山東、三六、浅生、沢見、中原、天籟寺、大谷、
一枝、鞘ヶ谷）
、北九州市老人クラブ連合会、
戸畑区老人クラブ連合会、浅生地区老人クラ
ブ、一枝地区老人クラブ、大谷小学校、天籟
寺小学校、戸畑中央小学校、市立消費生活セ
ンター、渡船事務所、戸畑消防署、戸畑区市
民センター館長協議会、西戸畑保育所、初音
保育所、戸畑区役所

仁、木下記代美、鳥津理惠、山崎千春 )
(7‚000円)天籟寺婦人会 ( 西村時代、松
尾ハツヱ、魚住紀子、上野みのり、三
橋奥子、小宮節子、俵純子、三重野美
津恵、安田マス子、手嶋ミサ子 )
(6‚000円)鞘ヶ谷地区社会福祉協議会、
鞘ヶ谷地区民生委員児童委員協議会 ( 内
田智子、村中豊子、三ケ島富美江、飯
田春美、生駒理恵子、松元信子 )
(5‚290円)原田哲男
(5‚050円)南沢見八千代会
(5‚000円)池 元 節 子、 岩 本 龍 太 郎、 大
谷第二天寿会、大西京子、大森重徳、
角憲次郎、木下善雄、草苅紀子、草木
正人、小早川詳一、宗三代子、田中勝
郎、戸畑区更生保護女性会、永田親孝、
中 野 好 恵、 波 多 野 峰 夫、 東 戸 畑 婦 人
会、牧山東まちづくり協議会、松本剛
重、三上久惠、南サチ子、安田圭三郎
(4‚000円)三六地区民生委員児童委員協
議会 (大場信二、近田惠子、井手國昭、
柴田久子、原田數馬、松尾定俊、阿部
貴代乃、川崎静子 )、天籟寺健康体操
(3‚660円)原田光子
(3‚040円)南沢見自治会第5協議会
(3‚000円)柿 本 芳 雄、 木 須 忠 臣、 北 沢

見友親会、北沢見地区社会福祉協議会、
北原肇、佐藤彰一、佐藤哲男、鞘ヶ谷
ほたる会、杉山武男、第一天寿会、第
三天寿会、竹内定子、天籟寺第三天寿
会、戸畑区身体障害者福祉協会、中村
威晴、野口勝義、福田泰治、藤本英之、
宮原和三、森内道夫、安田清則、安永
道善、栁川豊子、山長重俊
(2‚300円)松元才蔵
(2‚200円)八千代会GG同好会
(2‚000円)浅田サエ子、井川春江、伊藤
久子、大家邦彦、大里洋三、川部重徳、
川本貞子、木戸達夫、清田藤雄、笹井
昭三、定信子、田中節子、中原勝、永
渕奎吾、中村孝、林タツ子、松下瑛、
村上秋政、森義明、吉川実
(1‚000 円 ) 尾村忠司、𨴐﨑朝子、篠原
俊一、濱元道子、林誠司、林田元治、樋
口工

（敬称略）

＊法人募金
(10‚000円)池園医院
(5‚000円)南印刷所
(3‚000円)白水薬局
＊個人•団体募金
(57‚281円)明泉寺幼稚園•第二明泉寺幼
稚園
(20‚000円)南沢見地区社会福祉協議会、
牧山東地区民生委員児童委員協議会 ( 増
岡ハル子、井筒美穂、佐藤純子、松本
剛重、竹内征一郎、狩野トミヱ、佐藤
和子、櫨本礼子、井上順子）
(14‚000円）
大谷婦人会
(13‚000円）中原地区民生委員児童委員
協議会( 青木一、佐藤妙子、江頭清美、
山中肇、菊池武紹、山縣ますみ、上永
徹、竹内明美、幾島登志雄、平岡睛彦、
野美靖子、山内富士子、藤春真由美 )
(12‚000円) 浅生地区民生委員児童委員
協議会、門司富太郎
(11‚000円)天籟寺地区民生委員児童委

員協議会、大谷地区民生委員児童委員
協議会 ( 安田恭子、久保弘子、鎰谷美
惠子、桑原彰子、後藤芳子、浦村まち
子、折出良子、小野明美、黒岩育子、
肘井都留美、佐藤暎子 )
(10‚000円)上村彦治、大森郁子、沢見
地区民生委員児童委員協議会 ( 中村信
子、中田南子、宇津巻満壽枝、前田清
子、井上淸敏、尾池義昭、角啓子、宗
サヨ子、石倉京子、藤本順子 )、末松靖
章、西戸畑地区民生委員児童委員協議
会、原田修、東戸畑地区社会福祉協議
会、和田政市
(9‚000円)浅生婦人会、東戸畑地区民生
委員児童委員協議会 ( 甲斐弘子、若松一
惠、片岡生子、黒木正己、木原克巳、南
良子、白川惠子、前川眞弓、松本貴代 )
(8‚000円)一枝地区民生委員児童委員協
議会、三六地区社会福祉協議会、牧山
地区民生委員児童委員協議会 ( 木多良
壽美、寺川純子、小幡忠、久保稔、原

歳末たすけあい街頭募金

ボーイスカウトも参加

月１

12

歳末たすけあい運動

日 か ら １ か 月 間︑ 全 国

23

が︑ 例 年 ど お り

12

的 に 実 施 さ れ ま し た︒

この広報紙は皆様から寄せられた赤い羽根共同募金の配分金でつくられています。

戸畑区も︑ 月 日︵日︶

に 区 社 協 ＆ プ チ ボ︑ 共

同 募 金 会 戸 畑 区 支 会︑

も た ち と と も に︑ 戸 畑

ボーイスカウトの子ど

駅前で募金を呼びかけ

ま し た︒ 雪 が 舞 い 降 り

る 厳 し い 寒 さ の な か︑

子どもたちの熱い呼び
か け が︑ 道 行 く 人 の 心

2

に 届 き︑ 募 金 の ご 協 力

につながりました︒
◁戸畑イオン前で…

＊職域募金
(58‚710円)戸畑区役所
(3‚654円)戸畑消防署予防課
(3‚000円)浅生市民センター

平成２5年３月31日発行（第67号）

歳末たすけあい募金の配分金は、地域のさまざまな

ふれあい・支えあい

活動に活かされています。

〜平成 24 年度 地区社協による地域歳末事業〜

もちつき大会

歳末見守り訪問活動

（天籟寺・一枝・中原・南沢見）

（東戸畑・牧山・牧山東・大谷第二・鞘ヶ谷・
中原・浅生）

ついたり、丸めたり、食したりと、
子どもから大人まで地域の多くの皆さ
んが参加して、楽しく世代間交流を図
りました。

中

南沢見

福祉協力員がお菓子やお手紙などを
持って、一人暮らしなどの高齢者世帯へ
安否確認を兼ねた見守り訪問をしました。

原

天籟寺

大谷第二

鞘ヶ谷

牧山東

ふれあい交流会
（西戸畑・大谷第一・大谷第二・三六・北沢見）

一

誕生会やクリスマス会など、子どもたちと高齢者が
三 六
楽しく交流しました。
また、体操などの健康講座や影絵による人権講座、演芸体験による楽しい
ふれあい行事もありました。

枝

西戸畑

年賀状の送付

北沢見

大谷第一

（東戸畑）

見守りが必要な
一人暮らしなどの
高齢者へ福祉協力
員が心を込めたメッセージを手書きした年賀状を
送りました。
また、体調などが気になる高齢者には、年末の
安否確認も行いました。

ボ

ザ

ウ

ル

ス

を

紹

介!

プチボザウルスのプチボとは、プチ（小さな、ほん
の少しの）ボランティア
（福祉活動などに参加する人）
の意味を持ち、
「みんなが安心して暮らせる支え合い
のまちづくり」を進める市内社会福祉協議会の活動を
イメージしています。

全１４地区社協のホームページを公開中！

₈₇１

〇〇地区社協

できる人ができることを
少しずつ⁝

チ

よろしく！

プ

てボランティア活動をはじめてみま
せんか︒
●お問合せ●

その３ 話し合いのしくみ
見守り・助け合いを進める中で出てきた問題点などについて、
関係機関や団体と一緒に話し合い（連絡調整会議）を行い、問題
解決の方法や役割分担を検討します。

戸畑区社協 ☎
３
⊖２５９
✿ ・・✿ ・・✿ ・・✿ ・・✿

その２ 助け合いのしくみ
見守りで発見した日常生活上の問題のうち、地域住民でできる
範囲のものを地域の助け合い班（５～６人編成のニーズ対応チー
ム）などが手助けします。

東戸畑

福祉協力員さん募集！

この事業は、
平成５年から北九州市内で、
校（地）
区社協を単位に、
小
地域福祉活動の要として取り組んでいる事業です。
「みんなが安心して
暮らせる支え合いのまちづくり」
のために、
地区社協が中心となって、
市・区社協、
地域団体、
関係機関などと連携し、
３つのしくみづくりを
進めています。
その１ 見守りのしくみ
福祉協力員（概ね 5０ ～ 1００ 世帯に１人）が民生委員児童委
員と協力し、援助が必要と思われる世帯などへ時々訪問（見守り）
活動を行います。

新しい年の幸せを祈り、地
域のみなさんがふれあいなが
ら、りっぱな門松をすべて手
作りして市民センター
の玄関に飾り付けまし
た。

各 地 区 社 協 で は︑ ふ れ あ い ネ ッ ト
ワーク活動を支えるボランティアの
〝福祉協力員〟さんを募集しています︒
﹁空いた時間に地元で何かしたい﹂と
いう方︑地域の仲間とともに支え合っ

ふれあいネットワークとは・・・

社協のマスコット

山

門松作り

（大谷第一）

みんなかわいがってね♥

牧

戸畑区内地区社協会長会議を開催
〜地域の情報や課題を共有〜
戸畑区社協では平成 ２４ 年度、それまで
の年２回から年６回に開催回数を増やし、
区内 1４ 地区社協会長にご参集いただい
て、小地域福祉活動の取組みをはじめ、各
種事業や研修などの情報提供や意見交換を
目的に開催しました。
なお、８月と２月は、ふれあいネットワー
ク事業の担当者も参加して、各地区社協活
動の充実と活性化を図るための横の繋がり
を促す機会となりました。
平成 ２5 年度も各地区社協の連携を強
め、さらなる発展を目指して開催します。

検索

この広報紙は皆様から寄せられた赤い羽根共同募金の配分金でつくられています。
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戸畑区社会福祉協議会だより

平成 24 年度
ふれあいネットワーク活動推進事業

活動状況
動状況の 自
自己点検
点検

北九州市内全域で校（地）区社協が中心となって取り組んでいるふれあいネットワーク活動ですが、戸畑区内の各地区社協においても、
その活動を通して、基本の３つのしくみ（見守り・助け合い・話し合い）づくりや地域課題の解決のための交流活動、研修学習活動など
を推進しています。
これからも、ふれあいネットワーク活動が、地域住民の皆さんに正しく理解され、喜ばれる活動にしていくために、各地区社協に中間
報告として、活動状況の自己点検をしてもらいました。
そのなかで、見えてきた課題や取り組みについて、まとめたものを次のとおり紹介します。

東戸畑

西戸畑

牧

山

牧山東

天籟寺

大谷第一

大谷第二

鞘ヶ谷

「高齢者のサロン事業」としてお楽しみ昼食交
流会を実施。一度参加することで、高齢者同士、
友達やグループとなり、普段の生活での助け合いの輪ができて、
とても喜ばれている。また、福祉協力員等が高齢化しているので、
地域の団体とも今以上に連携をとり、若い世代にも協力者として
参加してもらえるようにしたい。

牧山地区の立地をみると、高台に住む高齢者
が指定避難場所へスムーズに出向くには、困難
と思われる個所が多くある。中間地点での避難場所を決め、指定
場所への誘導が必要。高齢化が進むなか、見守り・助け合いや災
害時の福祉救援体制づくりについて、今後も関係機関や団体とも
連携しながら取り組みを進めていきたい。

天籟寺地区の高齢化はますます進む一方で、
特に市営住宅が多い地域での福祉協力員の増員
は急務となっている。現在、高齢者のサロン事業の中心は、社協
主催の昼食交流会。プログラムのマンネリ化が見受けられるが、
財政的な問題もあり、保育所や小学校との交流、保健師の講演等、
限られた予算の中で工夫して運営に努めている。

一人暮らしの高齢者を対象に四半期ごとに「誕生会」
を実施している。毎回、西戸畑保育所と連携を図り、高
齢者と園児の交流の場を作っている。定例行事として定着してきた感があるが、
参加者が固定化し、男性の高齢者が少ないのが残念。また、普段、地域の人た
ちとの交流のない高齢者に特に参加してほしいと思っている。今後ともプログ
ラムがマンネリ化しないようにアイデアを出し合って取り組んでいきたい。

社協、自治会、老人クラブとの協働がとてもス
ムーズで、実際に地域での見守りや行事の開催など
様々な活動で相乗効果をあげている。また、現在、４ヶ所で高齢者の
サロン活動を実施しているが、地区内の未実施地域の高齢者より開催
の要望があがるほど反響があっている。数ヵ所に分散した毎月の開催
は、水道光熱費の他、会場費負担が大きく、今後の課題となっている。

予算面が厳しいなか、費用を抑える工夫をし
ながら毎月１回、ふれあい交流会や講演会を実
施。大人数のサロン方式であっても参加者同士の交流など効果は
あるが、足腰の悪い人の参加が難しく、便の悪さを考えさせられ
る。小グループに分けてのサロンづくりは、福祉協力員の負担を
軽減する等もう少し時間をかけて研究課題としたい。

助成金だけで実施していくのはだんだん難し
くなり、毎月の講演会の実施や交歓会での食事を手作りするなど
費用を抑えて老人会と共催。また、見守り活動の状況報告等活動
上の課題や問題点を共有するため、連絡調整会議の定期的な実施
に向けて動いている。

近年、戸畑区役所いのちをつなぐネットワー
ク係の取組みや地域包括支援センターの相談窓
口が大変心強く、必要な世帯に関わりやすくなった、それぞれの
連携でよりよい強固なネットワークにしたい。また、連絡調整会
議にまちづくり協議会のメンバーも参加するようになり、社協の
活動を認識してもらっている。

一

中

枝

ふれあい昼食会、地区敬老会、バスハイク等
の行事や社協だよりでの広報の成果により、一枝地区社協が地域
に認知されつつあると感じている。福祉協力員不足については、
いまだに改善されていない。現在、一枝地区小地域福祉活動計画
（ふくしプラン）を策定中。

原

福祉協力員が少し増え、見守り体制も大分充
実してきたが、若手の後継者をもう少し確保し
たい。高齢者のサロン事業「おしゃべりの会」は２年目に入り、
市民センターやいこいの家（２ヶ所）を利用しながら大分スムー
ズに実施できている。今後は、あまり出かけない方々にも声かけ
し、誘い合って参加してもらえるよう活動していきたい。
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三

六

北沢見

地域の見守り・支え合い活動のため、民生委
員がリーダーとなり、福祉協力員を各町内の各班に配置している。
現在、高齢者を対象とした「いきいき三六のつどい」や未就園
児とその親を対象とした「すくすく三六のつどい」を実施し、世
代間の交流の機会も作っている。

自主財源確保が難しいので、思い切った事業
がなかなかできない。連絡調整会議等を通じて、行事・研修・講
座の開催のお知らせや実施報告をしているが、地域住民に社協の
活動内容が伝わるよう情報発信し、福祉協力員や後継者が増える
よう努力したい。

南沢見

浅

見守りを兼ねた古紙回収は年々増え、地域での繋がりも
できて、支援を必要としている人の情報が入りやすくなり、
福祉協力員から民生委員へ、さらに行政へとスムーズに連携を取って対応して
いる。社協の行事だけでなく、まちづくり協議会や自治会の行事にも多くの福
祉協力員が参加し、地域の人たちと話し合い、楽しみながら繋がりをつくり、
地域を盛り上げていきたいと思っている。なお、現在、活動財源の確保を模索中。

生

福祉協力員による「愛の声かけ見守り訪問活
動」については、連絡調整会議班長会等で調整・指導・助言がで
きている。ただし、訪問等の趣旨を理解してもらえない高齢者も
いる。現在、啓発・企画検討を重ねながら、いくつかのサロン活
動ができる場所の開設を目指している。

福島県いわき市社協から

「社協における被災者支援の取り組みとこれから」
平成 ２3 年 3 月 11 日（金）午後 ２ 時 ４6 分、多くの方の人生が変わった瞬間。
九州から遠く離れた私たちのふるさと福島県いわき市も、東日本大震災により多くの尊い
命と慣れ親しんだ風景（地域）を失いました。
私たち、いわき市社会福祉協議会は、戸畑区社会福祉協議会の職員の方をはじめとして全
国の社協からの協力を受け、3 月 16 日に「いわき市災害救援ボランティアセンター」を立
ち上げました。地震・津波で変わり果てた家や地域の片付け、土砂が溜まってしまった側溝
の掃除などに、全国から 6 万人近いボランティアの受入れなどを行い、いわき市の復興に全
力で取り組んできました。

被災者も元住民もボランティアもみんな
が楽しめるサロン活動

変わり果てた地域から被災者の思い出の
品を探すボランティア

８ 月からは、復興支援ボランティアセンターに名
称・機能を変更し、新たに配置した生活支援相談員が
約 ２,２００ 戸の仮設住宅（民間借上げ住宅含む）を一軒一軒、見守り訪問しながら、被災され
た方の話を聴き、その方に必要な支援を考え、生活再建のお手伝いをするとともに、公民館
や集会所などを活用し、自治会や地域包括支援センター、民生児童委員、行政嘱託員（区長）
そして、ボランティアと一緒にサロン活動に取り組んでおります。
震災から、２ 年が経過した今、私たち被災地の社会福祉協議会は、被災者支援活動だけに
目を向けるのではなく、そこに支援を必要としている方がいれば、そこに「熱い力」と「優
しい気持ち」そして、「笑顔」を届けることが大切です。

震災前のような元気ないわき市になるためには、子どもも大人も高齢者もそして、障がい
を持っている方も笑顔になることだと思います。その笑顔を作るために、これまで以上に関
係機関・団体と連携し、
「誰もが住み慣れた地域で安全で安心して暮らし続けることができ
る地域社会」を目指し、地域における地域力の醸成に取り組むことが求められていると考え
ております。
遠く離れた九州と東北でも「空」はつながっています。この空がつながっているように「心」
もきっとつながっているはずです。
仮設住宅等に住んでいる被災者宅を訪問
ともに「がんばっぺ」ですね。
する生活支援相談員

この広報紙は皆様から寄せられた赤い羽根共同募金の配分金でつくられています。
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戸畑区社会福祉協議会だより

現任福祉協力員等研修

H24.10.25( 木 )

戸畑区役所大会議室

“サロンの楽しさ・魅力が地域を変える・
「私」を変える”をテーマに、同志社大学大
学院 上野谷加代子教授に地域で取り組むサロン活動が果たす可能性と役割について、ご
講義いただきました。くらしを楽しくする地域づくりのコツとして「たすけ上手・たす
けられ上手のひとづくり」など、ユーモアを交え、分かりやすい言葉でお話いただき、
有意義な研修会となりました。

地区社協役員研修
Ｈ25.2.27(水)

福岡国際会議場

地域福祉活動者指導者研修 トップセミナー
Ｈ25.2.15( 金 )

ウェルとばた

福岡県社協が主催する「みんなが主役の元気な地域づく
りセミナー」に、各地区社協役員等が参加しました。この
セミナーは、
「地域でのつながりづくり」や「絆」の大切
さを地域住民、ボランティア活動者、専門職などの参加者
が一緒に考え、官民一体となった住民主体の元気な地域づ
くりを進めることを目的としています。
講演「支え合いマップで始めるご近所同士の助け合い」
を は じ め、 買 い 物 支 援・
高齢者のサロン活動など
九州圏内の社協や NPO か
らの実践報告もあり、先
進地の手法や取り組みを
学べ、これからの地区社
協活動のヒントをたくさ
ん得ることができました。

地区社協役員や小地域福祉活動でリーダーを求められてい
る方たちのために、「～担い手不足は、学び＝共感から！～
地域の福祉力と福祉教育」と題して、日本福祉大学 原田正樹
学長補佐にご講演いただきました。
住民自身が、まちづくりを含めた地域福祉を創り上げてい
くには、地域の課題探しばかりでなく、“まち”のいいところ
をどのように大事にできるかも必要です。
将来の“まち”のために、“私たちのまちのよさ”を子ども
たちに伝えることの大切さ、ま
た、子どもたち自身が、地域の
人にお世話になったという原体
験を通して大人になった時、地
域のために恩返しをしようと思
う気持ちを育むためにも、地域
ぐるみの福祉教育の大切さなど
地域の福祉力はまちづくりから
を学ぶ機会となりました。

南沢見地区社協 個別研修

校 ( 地 ) 区社協活動者交流会～ふうせんバレーボール大会～

この研修は毎年度、それぞれの地域での目標や課題解決
に向けた内容を地区社協で取り上げて、市・区社協と一緒
に開催しています。本年度は、南沢見地区社協が「高齢者
の居場所づくり」をテーマに実施。既に数カ所のサロン活
動に取り組んでいる牧山東地区社協を参考にしたいと要望
して、両地区社協の意見交換が実現しました。
地域が主催する行事に出向くのに、なかなか腰があがら
ない方も、通院や買い物途中で出会うと、あいさつだけで
なく、しばらく立ち話をすることが多いそうです。特別な
ことをしなくても、
「話を
する」ということが、一番
のストレス解消法になるの
では、という思いから、南
沢見地区社協が考えるサロ
ンの方法を探り、今後の方
向性を考えるうえで大変意
義深い研修となりました。 熱くなごやかに進められた牧山東との打合わせ

この交流会は、毎年度、勤労感謝の日に開催しています。
当日は、ふれあいネットワーク活動を中心に、校 ( 地 ) 区社
協活動を担う市内の福祉協力員等約 ２８０ 名が集合。戸畑区
からは、５地区社協、４４ 名が参加しました。
まず、「障害の正しい理解と障害のある人の地域での生活」
を基調説明で学んだ後、北九州市発祥のニュースポーツとし
て、障害のある人もない人も、みんなで楽しめる「ふうせん
バレーボール」で熱く交流しました。
ルールにより、チーム全員が
ボールに触れていくなか、日々
の取り組みで出会うさまざま
な地域課題は、みんなで力を
合わせて対応していく、とい
う連帯感と重ねあわせながら、
活動者同士の輪を広げるとと
もに、あらためてきずなを深
め合う一日になりました。
祝！ブービー賞 中原 B チーム

意欲的な取り組みが学べた実践報告

Ｈ25.3.15(金)

6

上野谷先生の話に耳を傾ける福祉協力員

沢見市民センター

Ｈ 24.11.23( 金 )

北九州穴生ドーム
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～大谷第二地区社協～

小学生も認知症サポーターに
去る 11 月 ２6 日（月）に授業のなかで開催された「認
知症サポーター小学生養成講座」
。昨年度と同様に、大谷
小学校６年生を対象として約 7０ 名が参加しました。福祉
協力員が見守るなか、まずは、資料と DVD で基礎知識
を学習。その後、ロールプレイングで認知症のおばあちゃ
ん役とのやり取りを通して、気持ちをくみ取りながら、
どう対応していくかを学びました。最初、少し騒々しかっ
た子どもたちも、授業が進むにつれてどんどん興味を示
して引き込まれていく様子がわかりました。最後に子ど
もたちに感想を求めると、
「認知症になりたくないな、と
思った」という意見に、春野教頭先生から「みんなが学
ぶことで、もし認知症になったとしても、理解してくれる
人がたくさんいれば、地域のなかで安心して暮らすことが
できるんだよ」と、あたたかいコメントをいただきました。
社協では、多くの皆さまに認知症サポーターとなって認
知症の方たちを支えてい
ただきたいと思っていま
す。講座は無料ですので、
お気軽に戸畑区社協まで
お問い合わせください。
電話８７１－３２５９

～一枝地区社協～

小地域福祉活動計画

まもなく始動

一枝地区社協では、平成 ２４ 年
７月から、住民や各種地域団体・
関係機関に呼びかけて、２４ 名か
らなる計画策定委員会を編成。今
まで７回の開催を経て、今後５年
間の計画づくりに取り組んできました。
地域の課題を洗い出し、必要な取り組みまでを体系化
した基本計画やその中で重点実施項目を取り上げて、中
長期的に段階的・継続的に行う具体的な取り組みなどを
策定していきました。計画づくりを行うことで、活動者
だけでなく、支援を必要としている人の立場に立った課
題の発見、既存事業の見直しや新たな事業への取り組み、
人材や施設等社会資源の把握と活用など、地区社協のこ
れからの取り組みに必要とする様々なことを明らかにす
ることができました。一枝地区にお住まいの皆さんが共
有し、同じ目的のもとに活動する
計画として、平成 ２5 年度から始
動していきます。皆さんのご理解、
ご協力をお願いします。
なお、計画づくりの進捗状況は
一枝地区社協だより等においても
広報しています。

～天籟寺地区社協～

天籟寺小３年生の授業参観に参加
天籟寺小学校では総合学習の一環として、平成 ２４ 年度を
通して地区社協が実施した事業に３年生が参加し、高齢者と
の交流を深めてきました。その成果をまとめ、
２月 16 日（土）
の授業参観で児童が発表。多くの保護者や関わった福祉協力
員ほか地域活動者等の関係者が参観しました。
これまでに高齢者と３回の交流を図り、
７月に開催した「ふ
れあい昼食交流会」では、歌や肩たたき、リコーダー演奏、
昔あそびなどを、９月の「敬老の日お祝い訪問」では、民生
委員・福祉協力員が９班に分かれ、児童４～５名と一緒に心
を込めた手紙とプレゼントを用意して、高齢者宅３～５世帯
を訪問。ケーブルテレビの取材も入りました。1０ 月は授業
参観を兼ねた３年１組・２組の児童との「給食交流会」を実施。
いずれの交流も、高齢者への優しい心を育む機会となり、こ
の１年間の子どもたちの成長
を参観者みんなが喜びをもっ
て確認し合いました。天籟寺
地区では、今後も引き続き、
社協を含めた地域団体、小学
校関係者、PTA 等の連携によ
り、地域・学校・家庭が協力
し合って、子育て支援を行っ
ていきます。

～北沢見地区社協～

「いのちのたび博物館」を見学
地区社協秋の行事として、昨年 １１ 月４日（日）
、一人暮ら
しやご夫婦でお住まいの高齢者の方たちを対象に福祉協力員
や民生委員が呼びかけて、八幡東区にある「いのちのたび博
物館」を見学しました。小芝公園を集合場所に、バス停まで
徒歩で移動。現地到着後、
館内で移動。食事の前のレクリエー
ションでストレッチ体操。最後にバス降車後、徒歩で帰宅。
見守り活動だけでなく、健康づくりを兼ねた行事として「健
康マイレージ事業」にも登録していただきました。家に閉じ
こもりがちにならないよ
う、体の機能を低下させ
ないよう、楽しく仲間づ
くりができるよう、地区
社協では行事を通してそ
の思いを地域のみなさん
に届け続けています。

平成 ２４ 年度

健康マイレージ事業

～ご協力のお礼～

７月から実施した市内の ４０ 歳以上が対象となる健康マイ
レージ事業も、区内各地区社協をはじめ、自治会、まちづく
り協議会、市民センターなど、多くの地域団体の皆さまのご協力をいただき、
約 15,5００ 件の応募をいただきました。ありがとうございました。

この広報紙は皆様から寄せられた赤い羽根共同募金の配分金でつくられています。
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ご案内・お知らせ

戸畑区社会福祉協議会だより

戸畑区社協 賛助会員のご紹介
❖個人会員の皆さま

竹田
正宏
竹田 キミ子
笹本
正市
栗田
陽治
内門
昌明
中山
照美
秋吉
幹子
前田
清子
米
昌江
吉村 夕美子
長谷
早苗
野上 トシ枝
竹内
和枝
尾池
昭子
吉川
文香
木戸間万利子
山﨑
親子
浦田
和子
副島 美千代
吉川 加代子

佐内 由美子
佐内
弘敏
末次
繁行
甲斐
清子
出水
信惠
今泉
孝子
藤井
正枝
甲斐
弘子
若松
一惠
片岡
生子
黒木
正己
木原
克巳
南
良子
白川
惠子
前川
眞弓
松本
貴代
木多良 壽美
寺川
純子
小幡
忠
久保
稔

❖団体会員の皆さま
㈱タイガートラベル

原
木下
鳥津
山崎
増岡
井筒
佐藤
松本
竹内
狩野
佐藤
櫨本
井上
大場
近田
井手
柴田
原田
松尾
阿部

㈲有喜設備商会

仁
記代美
理惠
千春
ハル子
美穂
純子
剛重
征一郎
トミヱ
和子
礼子
順子
信二
惠子
國昭
久子
數馬
定俊
貴代乃

川崎
静子
能丸
初世
古賀
界冶
佐藤 テルヨ
軍場 久美子
佐藤
道子
永田
洋子
工藤
通
三原
有美
青木
利昭
南
惠
野田
明子
中村
信子
角
啓子
宗
サヨ子
中田
南子
尾池
義昭
宇津巻満壽枝
井上
淸敏
藤本
順子

平岡畳店

石倉
江頭
山中
菊池
山縣
上永
竹内
幾島
平岡
野美
青木
山内
藤春
白石
山根
濱
神
安田
久保
浦村

平成２5年３月31日発行（第67号）

平成 ₂₄ 年 ₉ 月 １₉ 日から平成 ₂₅ 年 ₃ 月 １₈ 日までに、次の方々にご賛同
いただき賛助会費をいただきました。ご加入ありがとうございました。
京子
清美
肇
武紹
ますみ
徹
明美
登志雄
晴彦
靖子
一
富士子
真由美
幸晴
茂之
眞弓
抄智恵
恭子
弘子
まち子

戸畑区更生保護女性会

鎰谷
桑原
折出
後藤
小野
佐藤
黒岩
肘井
赤迫
田中
福本
林田
水場
堀渕
水上
土田
佐藤
杉本
田村
東

美惠子
彰子
良子
芳子
明美
暎子
育子
都留美
由美子
スミエ
英昭
京子
茂幸
正
美智子
トシヱ
守男
恵美子
貞幸
輝子

池邊
池邊
篠原
投野
木戸
中
佐藤
山中
木下
渡邉
渡邉
戸田
門司
植地
松尾
貞包
大場
川本
木村
前田

㈲小園建設

元
芙美子
俊一
清
達夫
能子
仁
和佳子
憲定
登
恵美子
泰彦
忠子
房子
善雄
一法
啓子
貞子
寛子
光久

（敬称略）

三原
泰尚
三原
幸子
田中 あや子
山口 美佐子
泉
良穂
山根
浩子
村上
京子
樋口
知子
平野
昌代
三上
久惠
池田
均
柿原 サチ子
保久
勝紀
𠮷川
初雄
長谷尾 和代
後藤
富子
礒田
房子
池上 真智子
匿名 1 名

中村建設㈱

賛助会員になって戸畑区の社協活動を応援してください！

戸畑区社協では、随時、賛助会員を募集しています。会費は、個人も団体も年間一口１，０００円からです。
納入方法は、区役所３階窓口に直接お持ちいただくか、ゆうちょ銀行から専用用紙でお振込ください。
●ゆうちょ銀行口座番号０１７２０−６−１２９３８２●口座名義戸畑区社会福祉協議会

たくさんのご寄付ありがとうございました
（平成 ₂₄ 年 ₉ 月 １₉ 日から平成 ₂₅ 年 ₃ 月 1₈ 日：敬称略）

香典返し寄付者ご芳名（ ）は故人

柳井
北中
山内

稔子（柳井 俊一郎）
初子（北中 シヲ）
絹枝（山内 雅晴）

笹本 正市（笹本 弘子）
中重 冨江（中重 範久郎）

一般寄付者ご芳名

河辺 タカ子
藤瀬 末乃
脇野 和夫
古賀 日佐代
佐藤 哲男
山中 繁樹
吉村 イサ
鶴田 五子
山口 邦生
針尾 カヨ子
高尾 秀治
上野 政子
津田 雅晴
北九州市戸畑看護専門学校看護師科
有限会社 秀文社印刷
牧山東まちづくり協議会
カトリック戸畑教会
大谷第二地区社会福祉協議会
ボランティア牧山
有限会社 野田築炉工業
牧山グラウンド・ゴルフ同好会
戸畑区ボランティア連絡協議会 戸畑区婦人会協議会
他、匿名５件

あったか♥ ご寄付エピソード
以前、不慮の事故で天国に旅立たれたお母様が生前、お世話になっ
た地域に役立てていただきたいと、感謝の意を込めてご寄付をいた
だきました。その方は、お母様のご逝去によって、介護環境の充実
に関心をもたれ、この度、福祉住環境コーディネーター検定の２級
に合格されたそうです。
「これから何らかの形で福祉分野のお手伝いができれば幸いです」
というメッセージを添えて、３回目のご寄付をいただきました。
私たちは、抱えているさまざまな状況や携わった経験、そして人
との出会いによって、家族や地域の支え合いの大切さに気付かせて
いただいているのだなと、改めて考えるきっかけをいただきました。

１㎡ほどのスペースがあれば・・・
自動販売機設置にご協力を！
区内の地区社協活動を支援するための財源確保として、皆さ
まからの寄附金等の他、販売手数料の収入を目的に、自動販売
機を設置していただける会社や施設などがありましたら、ご協
力をお願いしています。
詳しくは戸畑区社協へお問い合わせください。
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若戸大橋開通 50 周年記念戸畑イベントに
「福祉バザー」で参加！
昨年 10 月 28 日（日）に開催された記念イベント参加
のため、戸畑区内の地区社協や自治会、まちづくり協議会、
市民センターなどのあたたかいご協力のもと、区民の皆さ
まからたくさんの用品を提供していただくことができまし
た。イベント当日は爽やかな晴
天。多くの参加者が賑わい、バ
ザー物品もほとんど完売。収益
金は、
「みんなが安心して暮らせ
る支え合いのまちづくり」のた
めのふれあいネットワーク事業
など、さまざまな地域福祉活動
に活用させていただきます。

新一年生にランドセルカバーを贈呈
〜交通安全と防犯のために〜
戸畑区社協では、毎年度、戸畑交通安全協会、戸畑区交
通安全推進協議会と共同して区内の新一年生にランドセル
カバーを贈呈しています。平成 25 年度の対象児童数は約
450 名。カバー絵には、ユルやかに人気上
昇中？の社協キャラクター プチボザウルス
を起用。地域でこのランドセルカバーを掛け
た子どもたちに出会ったら、あたたかい声か
けと見守りをよろしくお願いします。

お知らせコーナ−
●とばた菖蒲まつり福祉バザー物品を募集！

６月８日（土）～９日（日）のバザーで販売する日用品・
在庫品などの物品（未使用）を大募集しています。
ご協力お願いします。

●プチボの着ぐるみを無料で貸し出します！

社協の大人気ゆるキャラ“プチボザウルス”の着ぐるみを
イベント等でご活用ください。

●お問合せ

戸畑区社協

この広報紙は皆様から寄せられた赤い羽根共同募金の配分金でつくられています。

☎ 871‑3259

