赤い羽根

幸せつくる

あいことば

赤い羽根共同募金
『募金百貨店プロジェクト』

もはじまっています。
小倉北区では、
「 赤い羽根龍之
介カレー」の瑠璃ズキッチン小倉
砂津店と「地域の安全を守る見守
りカメラ」のセイフティテクノサ
ービス㈱の２社が参加協力を行っ
ています。
ご家庭で、職場で、学校で、
「共

赤い羽根共同募金ニュース

共同募金運動に関する問い合わせ

同募金」はいつでもどこでも参加
できるボランティア活動です。
みなさまのあたたかいご支援を
よろしくお願いいたします！

福岡県共同募金会小倉北区支会
（ 小倉北区役所コミュニティ支援
課内）℡５８２ ―３４１５

やＮＰＯが被災地に入り、支援
活動が始まっています。

ホームページへ

（ https://www.akaihane.or.jp/
）

詳細については、中央共同募金会

中 央 共 同 募 金 会 で は、 こ う
した被災者支援活動を応援す
る「 ボ ラ サ ポ（ 災 害 ボ ラ ン テ
ィ ア・ Ｎ Ｐ Ｏ 活 動 サ ポ ー ト 募
金）
」の募集を開始していま
す。これは、被災者を支援する
ボランティア活動に助成を行う
ことにより、速やかな復旧と復
興を図っていくものです。
「支
える人を支える」ボラサポにご
協力お願いします。

広島災害ボランティア情報より

赤い羽根共同募金と企業（店舗）
が協力し、
「寄付つき商品」を企画
することで、企業利益と社会貢献を
つなげる新たな募金活動の取り組み
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「赤い羽根共同募金」は民間の
社会福祉活動を支援するための活
動として社会福祉法に位置づけら
れ、毎年 月１日から 月 日ま
での３か月間、全国一斉に展開さ
れています。

今年は全国各地で大規模な自
然災害による甚大な被害が多発
しました。被災地では災害ボラ
ンティアセンターが開設され、
全国から多くのボランティアが
復興支援に駆けつけています。
被災した人々に寄り添い、協力
し合い、継続的に活動を行って
いくためには、被災された方々
を支えるボランティアグループ
やＮＰＯを支えるための支援が
必要です。
９月には、平成 年７月豪雨
災害の中でも特に被害の大きか
った岡山県、広島県、愛媛県の
３県で開設された災害ボランテ
ィアセンターにおける活動の状
況により、全国の都道府県共同
募金会の「災害等準備金」から
合計約３億円が拠出されまし
た。
平成 年９月に上陸した台風
号災害、平成 年北海道胆振
東部地震災害など、広範囲に被
害が及ぶ災害も発生していま
す。被災地では、ボランティア
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じぶんの町を良くするしくみ
高台地域での買い物支援
「出前市場」

12

この活動で集められた募金は、
福岡県共同募金会から社会福祉協
議会をはじめ様々な民間福祉団体
等に配分され、身近な地域の福祉
向上に役立てられています。

共同募金運動を
推進するために

10

小倉北区では、昨年度、自治会
を通じた戸別募金やイベント募金、
学校や職域での募金などにより、
８，１２５，４０８円が集まり、そ
の約７割が小倉北区の福祉事業に
配分され、住民による見守りや助
け合いを進める「ふれあいネット
ワーク」活動や次世代の地域福祉
を担う子ども達の育成事業、高齢
者の健康とふれあいの居場所づく
り「サロン活動」をはじめ、様々
な地域福祉団体の活動などに活用
されています。
その他にも、障害者のための共
同作業所の運営や高齢者・児童施
設事業等に活用されるほか、一部
は、大規模災害が起こった際のボ
ランティア活動を支援するための
準備金として積み立てられ、被災
地の復興支援にも使われます。
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体験と遊びのコーナー
「子どもまつり」

災 害時の活動
を支援するために
地域の安全・安心を守る
「防災訓練」

66%
5%

福 丸 清 生
小倉北区大手町１番１号 区役所３Ｆ
TEL（093）571-5452 FAX（093）571-9553
行 社会福祉法人
発行人
北九州市小倉北区社会福祉協議会
発

身近な地域
福祉活動の
ために
23%
子どもたちの福祉活動
「ウェルクラブ」

6%
広域的な社
会福祉活動
のために

社協だより
こくら北
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小倉北区社会福祉協議会だより
平成 30 年 10 月 15 日
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共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。

小倉北区社会福祉協議会だより

シリーズ

民児協通信
小倉北区民児協活動を紹介します

◎「里親制度」について

◎「子ども食堂」について

支援します

相談は
無料です

秘密は
守ります

り
で
さ
抱
だ
えこ
く
まずに まずは ご相談

小倉北区いのちをつなぐ
ネットワークコーナー
（受託：北九州市社会福祉協議会・
グリーンコープ生活協同組合
ふくおか共同事業体）

相談時間／月〜金曜日
17：15
15
相談時間／月〜金曜日 8：30 〜 17：
（祝日・年末年始を除く）
（祝日・年末年始を除く）
〒 803-8510 小倉北区大手町 1－1
小倉北区役所保健福祉課
☎ 582 － 3478（直通）

大人顔負けの堂々とした発表ぶり！

なりましたが、泉台小学校の 名
の子どもたちは猛暑の夏に負け
ず、最後まで頑張って活動をやり
とげました。
泉台ウェルクラブ児童の今後の
地域での活躍にも期待です。

「子ども食堂」とは、地域の大人が子どもに無料ま
たは低額で食事を提供する取り組みで、2012 年に東
京都で始まったとされています。その後全国各地で
運営されるようになり、現在、北九州市では 14 件の
子ども食堂が開設されています（平成 30 年 7 月 26 日
現在）
。そのうち小倉北区では 5 件運営されており、
地域団体や生協団体、大学、企業、各市民センター
などが携わっています。開催は月 1 ～ 4 回とさまざ
まですが、参加費 100 ～ 200 円で食事提供の他、学
習支援、生活指導、食育など、学生を含む地域ボラ
ンティアの協力で行われています。
問題行動を起こしていた子どもたちが、子ども食
堂を利用するうちに、落ち着いた行動ができるよう
になり、周囲とのコミュニケーションもうまく取れ
るようになったなど成長が見られるようです。
「子ど
も食堂」は、ボランティアの大学生たちとのふれあ
いを楽しみに、学校とは違う表情をみせて生き生き
としている地域の子どもたちが、安心して過ごせる
居場所として必要な事業です。

などの困りご
とを共に考え

ったようでした。
３日目は、泉台市民センターに
て、認知症サポーター養成講座を
受講。修了証とオレンジリングを
手にした子どもたちは晴れて認知
症サポーターに就任です。
最後のメニューは、ウェルクラ
ブ活動発表会。人前での発表は大
人でも緊張するものですが、活動
記録を見ないで、堂々と発表する
強心臓の子どももいてビックリ！
「来年もまた、ウェルクラブ活動
をしたいと思います。
」の発表に
は、大人たちも大感激でした。
発表後にはみんなで泉台特製カ
レーライスを食べて、夏休みのウ
ェルクラブ活動は終了。台風の影
響により残念ながら１日は中止と

さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子ども
たちを家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解で
その成長をサポートする人を「里親」といいます。
「里親」には大きく 3 つの種類があります。
1 つめは、家族と暮らせない子どもを一定期間、
自分の家庭で養育する「養育里親」です。その中で、
虐待や非行、障がいなどの理由により専門的な援助
を必要とする子どもを養育するのは「専門里親」で
す。2 つめは、実親が死亡・行方不明などにより養育
できない場合、祖父母などの親族が子どもを養育す
る「親族里親」です。3 つめは、養子縁組によって、
子どもの養親になることを希望する「養子縁組里親」
です。また養子縁組には 2 通りあり、実親との親子
関係が継続する「普通養子縁組」と、実親との親子
関係が終了する「特別養子縁組」があります。
現在、家族と暮らせない子どものうち、80％が施
設、20％が里親の元で過ごしていますが、養護する
環境が整っている点で、里親への委託が徐々に増え
ています。家庭で暮らす時間や経験は、子どもの成
長にとってとても大きな影響を与えます。
子どもたちの健全な成長と明るい未来のために、
「里親制度」が広く認知されることが大事だと学び
ました。

仕事 や 生活

と
ひ

平成 30 年度 4 月と 6 月の小倉北区主任児童委員部
会で行った研修をご紹介します。

平成 30 年 10 月 15 日

い
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共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。

地域支援コーディネーター奮闘記
～ 新任福祉協力員研修編 ～
日本列島に相次いで来襲した二
つの台風が、幸運にも北九州市を
避けて通った８月 日、小倉北区
の新任福祉協力員研修が開催され
ました。

支援コーディネーターが「ふれあ
いネットワーク活動」と「福祉協
力員・ニーズ対応員の活動」につ
いてお話をします。
引き続き行ったグループワーク
では、
「 ひとり暮らしの高齢者を
訪ねても応答が無い。安否確認は
どのようにしたらよいのか？」と
「近所の高齢女性が道に迷ったよ
うに歩いていた。認知症かも？」
という二つの事例について、どの
ように対応するかを検討しまし
た。
「本人に会えなくても、近所の
人にどうしているか聞いてみた
ら？」
、
「様子をみて道に迷ってい
るようだったら、驚かせないよう
にやさしく声をかけて、家まで送
ってあげる。
」
、
「 家族の人にお宅
のおばあちゃん認知症かもよ？と
お話するのは難しいよね。
」など
様々な意見が飛び交います。みん
な真剣な顔で頷いたり、熱心に質

問したり、議論は大いに盛り上が
り、
「 うちの近所ではこんなこと
があってね…」
、
「あの時は大変だ
った。
」と話題はどんどん広がり
ます。まだまだ話し足りない様子
でしたが、時間の制限もあり、残
念ながらお開きとなりました。
新任福祉協力員として活動する
上で大切なことは、一人で悩まず
に、こうやって皆で集まって、ワ
イワイ話し合うことです。一人よ
り二人、二人より三人。
「 三人寄
れば、文殊の知恵」です。長く活
動していくためには、自分の悩み
や責任を分散させみんなで分かち
合うことが大切です。
今回の新任？福祉協力員研修で
は多くの文殊の知恵を授かること
ができたことと思います。これか
らの福祉協力員としてのさらなる
ご活躍を祈念しています。

～ 泉台校区社協ウェルクラブ編 ～
ウェルクラブ活動は、地域の子
ども達にふれあいネットワーク活
動をはじめとした福祉活動を体験
してもらうことで、次世代の地域
福祉活動者を育てるのと同時に、
保護者等大人たちも巻き込んで福
祉の風土づくりを進めていこうと
いう校（地）区社協の取り組みです。
泉台校区では、子どもたちの夏
休みを利用した計４回の活動を企
画しました。
１日目は、高齢者複合施設ねむ
の郷を訪問。ふだん接したことの
ない１００歳以上の方もいて子ど

もたちはビックリ！輪投げやボー
ル投げをして交流を深め、人生の
大先輩方からたくさんの元気をも
らいました。
２日目は、泉台市営住宅集会所
で毎月第２、第４月曜日に開催さ
れている「出前市場＆ふれあいサ
ロン」を訪問。はじめは緊張気味
の子どもたちも、自己紹介を兼ね
たジャンケンゲームですっかり打
ち解けました。うちわを使った風
船バレーでは大人も子どもも一心
不乱の白熱した展開！利用者にと
っても思いがけず楽しい時間とな

ふれあいサロンでの楽しい交流

泉台特製カレーライス「おいしい～！」

23

時折吹きすさぶ風に煽られつつ
も、会場となったムーブに集まっ
た面々の中には、
『新任』と呼ぶ
にはいささか貫禄がある人も。ど
うやらベテラン福祉協力員が新た
に任命された福祉協力員を引率し
てやってきたという事情のようで
す。ベテランも新任も地域のため
に頑張りたいという熱いハートは
同じ。この日、実習生として参加
した、将来の福祉を担う７名の学
生さんとともに、熱心に学ばれて
いました。
研修では、基礎となる社会福祉
協議会の成り立ちや主な業務につ
いても学びます。その後は、地域

講師を務めた 3 人の
地域支援コーディネーター

グループワーク
〜こんなときどうする？〜
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小倉北区社会福祉協議会だより
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共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。

今般の災害により亡くなられた方々に深く哀悼の意を表する
とともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。

21
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◆社協会員へのご協力

ありがとうございました

【個人会員】
《南丘校区》梶 務、木村俊行、
榮 幸子、仁科芳江、梶原芳博、
馬場 博、白潟国道

◆福祉へのご寄付

ありがとうございました

香典返し
鶴田 眞裕美 （昭和町）
戸田 美幸 （黒原二丁目）

【お問い合わせ】北九州市社会福祉協議会
地域福祉部 生活福祉課
TEL 873-1296 FAX 873-1351

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで受付分
〈敬称略、受付順〉

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで受付分
〈敬称略、受付順〉

7

篤志寄付
寺田 正典 （今町２丁目）
Ａ級小倉
（京町２丁目）
小倉北区切手収集ボランティア

10月1日月▶3月4日月

【正会員】
南丘校区社会福祉協議会
北小倉校区社会福祉協議会
北九州市保育所連盟小倉北支部
西小倉校区社会福祉協議会

1

30

30

●健康診査受診日・実践項目の記入をお忘れなく
(H30.3.6 ～ H31.3.4 の間に受けたもの )
●ポイントシールは8枚貼ってください
●ポストに投函する際は62円切手を貼ってください
●各市民センター及び地域交流センターに設置の応募箱、
または、各区社協でも応募できます（切手不要）

【団体会員】
小倉北区役所部課長会
小倉北区役所係長会
九州電力㈱小倉営業所
ホテルクラウンパレス小倉
㈱アペックス西日本

応募受付開始

被災地・被災者に心を寄せて
今年は、例年にも増して広範囲
に被害が及ぶ災害が頻発していま
す。
記憶に新しい平成 年９月６日
の北海道胆振東部地震や平成 年
９月４日に上陸した台風 号をは
じめ、頻発する災害により、全国
各地で多くの尊い人命が失われ、
家屋の倒壊や浸水等で住むところ
を失ったたくさんの被災者が避難
生活を続けながら先の見えない生
活の再建に取り組んでいます。
合い活動も多数見られ、あらため
て日頃からの顔の見える関係づく
りの重要性が再認識されました。
また、北九州市社会福祉協議会
では、被災者からの復旧の相談を
受け、ボランティア・市民活動セ
ンターを中心に支援活動を展開
し、この夏の記録的な猛暑の中、
たくさんのボランティアの惜しみ
ない協力により、土砂のかき出し
や被災ゴミの運び出しなど復旧作
業を行いました。
一方で、様々な理由で支援に至
らなかったケースや、今なお、元
の生活に戻れていない被災者もお
られることから、被災者支援のあ
り方の難しさも痛感しました。行
政や関係機関・団体等とも課題を
共有し、今後の支援活動に活かし
ていくことが求められます。

災害時
には、復
旧・復興
を支援す
るボラン
ティアの
力が今や
不可欠と
なってい
ます。
被災地
の状況に
応じ、全国から集まるたくさんの
ボランティアと被災者のニーズと
を結びつけたり、様々な調整を行
ったりするのが災害ボランティア
センターです。
近年は地元の社会福祉協議会を
中核として立ち上げることが多い
ですが、被災地の現地スタッフだ
けでは、長期に渡る運営が困難な
ため、全国各地の社会福祉協議会
や専門機関、団体等から派遣され
る職員等が支援を行っています。
被災地では、今後も長期間の支
援が求められます。例え瓦礫や土
砂の撤去は終わっても、人の暮ら
しの回復にはさらに多くの支援者
の力と長い時間がかかります。
全国ボランティア・市民活動振
興センターでは、ホームページで
被災地支援、災害ボランティアの
情報を随時更新していますので、
参考にしてみてください。

https://www.saigaivc.com/
これからも被災地・被災者の支
援にご理解とご協力をお願いしま
す。

10 月１日 より
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景品応募受付期間

1

30
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9

30

30

健康マイレージ
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平成31年

平成30年
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また、平成 年７月豪雨災害で
は西日本を中心に甚大な被害が発
生し、災害が起こりにくいと言わ
れてきた北九州市でも多くの世帯
が土砂崩れや浸水の被害を受け、
門司区ではお二人が亡くなるとい
う痛ましい事例もおこりました。
身近で起こった災害の爪痕には
あらためて身の引き締まる思いで
したが、地域では、自治会等の地
域組織や校（地）社協などをはじ
め、ご近所同士による迅速な助け
30
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小倉北区社協ボランティア・市民活動センターだより
小倉北区社会福祉協議会だより

小倉北区社協ボランティア・市民活動センターだより

ひまわりねっと
市民ふれあいフェスティバル

小倉北区ボランティア・
市民活動センター
◉電話・FAX（093）562－2051
◉E-Mail：kokurakita@kitaq-shakyo.or.jp
◉月曜日～金曜日 8：30 ～ 17：15
（土・日・祝日はお休みです）

北九州市社会福祉大会

平成30年10月28日（日）10：00 〜 15：00

10/28
（日）
同時開催

※パネル展示のみ、10月20日（土）10：00から開始
ウェルとばた及びその周辺（戸畑区汐井町1-6 JR 戸畑駅横）

会場 / ウェルとばた
3 階 大ホール
時間 /10：00 〜 12：15

市内で活躍するボランティアの祭典「市民ふれあいフェスティバ
ル」が今年も開催されます。
ボランティアグループの活動紹介やパネル展示、バザー、ステー
ジ、多世代交流などおなじみのイベントのほか、バルーンアートや
ハンドマッサージなどが体験できるコーナーもあり、お子様からご
高齢の方まで楽しんでいただけます。
小倉北区からは、
「NPO 法人 和む」の活動紹介や「井堀ボラン
ティアの会」のパネル展示の他、
「吉岡塾ファミリーバンド」がミニ
ステージに出演します。
皆様のご来場をお待ちしています。

フードドライブ にご協力下さい

「もったいない」を「ありがとう」へ

市民ふれあいフェスティバルでは、ボランティア
週間期間中に食品を集める運動「フードドライブ」
を実施します。
日本では、まだ食べられるのに廃棄される食品
（食品ロス）が年間500万～ 800万トンも発生し、
その約半分が家庭から排出されるといわれています。
ご家庭で買い置きしたまま賞味期限が切れ、その
うち捨ててしまう食品はありませんか？それらを救
出し、
「今日を元気に過ごすための命を繋ぐ食べ物」
として大切に活用するのがフードドライブです。
皆様のご協力をお願い致します。
お寄せいただきたい食品
１ヶ月以上の賞味期限のある保存食品（缶詰、レ
トルト食品、調味料など）
※生鮮食品、開封したものは受付けられません。

受付方法
小倉北区社会福祉協議会（小倉北区役所 東棟3
階）までご持参下さい。

第 33 号

平成 30 年度

あなたとわたしのやさしい絆 〜みんなー 待っているよー。〜

受付期間
平成30年10月22日（月）～ 10月26日（金）
８：30 〜 17：00

第 153 号【●】

北九州市の社会福祉の振興と、
市民、行政、福祉関係機関・団体
等の協働促進を目的として開催。
今年度は NHK 解説委員の「飯
野奈津子氏」による記念公演「高
齢者も障害者も子どもも自分らし
く輝けるまちづくりを目指して」
や記念式典などがあります。

小倉北区ボランティア養成講座
「怒りで後悔しないために
～アンガーマネジメントを知ろう～」
日

時：平成30年12月14日（金）
13：30 ～ 15：30
場
所：小倉北区役所 8階 812会議室
講
師：気象予報士 アンガーマネジ
メントファシリテーター
山本 耕一 氏
対
象：ボランティア活動をされてい
る方、アンガーマネジメント
を学びたい方
募集人数：50名
参 加 費：無料
申込方法：11月19日（月）より受付開始。
下記問合せ先へ FAX・電話
にて申し込み。先着順。
問合せ先：小倉北区ボランティア・市民活
動センター TEL 562-2051

おめでとうございます
平成 30 年度北九州市社会福祉協議会会長表彰にお
いて、小倉北区ボランティア・市民活動センターのシ
ルバーひまわりサービス（虚弱高齢者送迎サービス）
の送迎ボランティアとして、５年以上継続して活動さ
れた５名の方の表彰が決定しました。
有村 眞弓さん
市丸 功成さん
平本 節子さん
山岡 節子さん
和田 肇さん
いつも快く活動していただき、ありがとうございま
す。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

「ルーモ・デ・エスペーロ（希望の光）」
こども食堂定着応援助成が決定！
月に一度の子ども食堂を続けて来られた小倉
北区の小さなボランティアグループです。
子どもたちが安心で寂しくないように、ま
た、一人暮らしの高齢者が孫くらいの子どもた
ちと楽しく食事ができるように、これからも地
域のあたたかな場所として、活動を続けていた
だきたいです。

共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。
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小倉北区社協ボランティア・市民活動センターだより
小倉北区社会福祉協議会だより

「私にもできる災害ボランティア入門講座」を開催しました
8 月 28 日（火）北九州市男女共同参
画センター ムーブにて、北九州市社
会福祉協議会と小倉北区社会福祉協議
会の共催で、
「私にもできる災害ボラ
ンティア入門講座」を開催しました。
近年、各地で大きな災害が頻発して
いますが、北九州市でも２年連続で豪
雨災害が発生し、本年は２名の方が亡
くなられ、300 件に及ぶ家屋への浸水
や、270 件を超える崖崩れなどにより

大きな被害をもたらしました。
今後も気候の変動に伴い大規模災害の増加が懸念される中、危機管理
や防災について考え、
「備えあれば患いなし」を実践すべく平時からど
のようなことを心がければよいか、なにができるか、また、実際に支援
に行く際の手順や心構えを 3 時間かけて学びました。
「災害への備え」の講義では、災害によって避難の仕方が異なること
に加え、緊急速報メールの避難情報の種類を知り、どのように行動すれ
ばよいかを把握しておくことの重要性を感じました。
「被災地の支援活動」の講義では、現地に赴く際の服装や携行品につ
いての具体的な説明や、被災地には行けなくてもいろいろな支援のかた
ち（募金や被災地の品物を買う等）があるという話を、地域に携わる方
やボランティア経験者、これから活動を始めようとしている方などさま
ざまな立場の受講者が熱心に聞いていました。

収集ボランティア

ご協力ありがとうございます

◆ ㈱ コナミスポーツクラブ（小倉北体育館）
◆ 北九州市技術監理局契約制度課
◆ 北小倉市民センター
◆ 南丘団地第２町内自治会
◆ 小倉北区役所市民課
◆ 小倉北区役所コミュニティ支援課

◆ 平塚 みつゑ
◆ 井樋 好子
◆ 立林 千和子
◆ 片山 広美
（順不同・敬称略）

平成 30 年 10 月 15 日

お申込み、まだ間に合います !

65 歳からのボランティア入門講座

（介護支援ボランティア登録研修会）
日時：平成 30 年 10 月 18 日（木）
14：00 ～ 16：00
場所：小倉北区役所 西棟５階
504 会議室
（小倉北区大手町 1 番 1 号）
対象：65 歳以上の市民の方
申込・問合せ先：小倉北区ボランティア
・市民活動センター
TEL 562-2051

キャラクターの名前募集 !!
収集ボランティア欄に登場する缶と切
手のキャラクタ
ーの名前を募
名前を考えてね‼
集します。
はがきにお名
前、ご住所、電
話番号、キャラ
クター名をご記
入のうえ下記ま
でお送り下さい。
〒803-0814
北九州市小倉北区大手町1番 1号
小倉北区役所 東棟３階
小倉北区社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター
応募締切：平成 30 年11月30 日
（当日消印有効）
★ご応募くださった方には抽選で記念品
を差し上げます。

共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。

