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謹んで年頭の

ことなく、一刻も早い取り組みが

においては「猪を見て矢を引く」
必要となっています。

北九州市小倉北区社会福祉協議会

長

われました。記録的な猛暑の中での

の強化等を図り、地域への支援体

業 の 合 理 化・ 効 率 化 と 財 政 基 盤

区の社会福祉協議会は、組織や事

会

小倉北区の皆様におかれまして
献身的な活動にあらためて感謝を申

ご挨拶を申し上げます

はつつがなく新年をお迎えのこと
し上げます。

こうした中、小倉北区を含む７

福丸 清生

とお慶び申し上げますとともに、

月豪雨」では本市でも甚大な被害

りお見舞申し上げます。また、
「７

年でした。被災された皆様に心よ

昨年は大規模な災害が多発した

り、厚くお礼申し上げます。

推進に格別のご支援とご協力を賜

現するためには、地域の皆様をはじ

ことができる「地域共生社会」を実

が目指す誰もが安心して住み続ける

増加しています。このような中、国

課題を抱え支援を必要とする人々が

取り巻く環境が変化し、様々な生活

つながりの希薄化など、地域社会を

さて、少子高齢化の進行や地域の

いります。

ともにまちづくりに取り組んでま

まち」を目指して、地域の皆様と

なが安心して暮らせる支え合いの

化を行う予定です。

福祉協議会と合併し、法人の一元

て、本年４月１日に北九州市社会

制を充実強化することを目的とし

平素より社会福祉協議会の事業

が発生し、小倉北区においても自

め、行政や関係機関・団体等との更

ただし、複雑な福祉課題や多様な
ニーズに対応していくには、地域住
民だけでは負担が大きくなるため、
行政職員や老人ホーム等の専門職、
ＮＰＯ、医療機関、民間企業などが
必要に応じて参画し、それぞれの特
質を活かしながら、地域での課題解
決を進めていきます。
どんなことをするの？
既にある支え合い活動の状況や地
域の情報を共有したり、将来に向け
て「自分たちのまちをどのような地
域にしたいか？」などを話し合った
りします。その中で、見守り活動を
充実させたり、健康づくりや交流の
場であるサロン活動に取り組んだ
り、日常生活での困りごとを地域で
助け合っていく方法を検討したり、
その地域ならではの支え合いのしく
みを、できる範囲で進めていきます。

いたします。

本年も、どうぞよろしくお願い

私ども社会福祉協議会は「みん

治会や校（地）区社協をはじめとし

なる連携が求められています。
特に高齢化が急激に進む北九州市

た近隣住民による助け合いやボラ
ンティアによる復旧支援活動が行

葉で表しており（北九州市は、これ
を校区の「作戦会議」と呼んでいま
す。
）、簡単に言えば、地域で支援が
必要な人たちを、誰が、どのように
支援していくか？をみんなで考えて
いくための話し合いの場、いわば、
『助け合い・支え合いの地域づくり
会議』といったものです。
新しいことをするのは負担が…？
北九州市では、新たに協議体をつ
くるのではなく、校（地）区社会福祉
協議会が既に取り組んでいるふれあ
いネットワーク活動の連絡調整会議
を充実させていくことで、この協議
体の機能を十分に果たしていけると
考えています。

住みなれた地域で 自分らしい生活を 人生の最後まで
地域包括ケアシステムの構築
に向けた校区の「作戦会議」
地域包括ケアシステムとは？
人口減少社会における介護需要の
急増という困難な課題に対して、医
療・介護などの専門職から地域の住
民一人一人まで様々な人たちが力を
合わせ、高齢者になっても最期まで
住み慣れた地域で自立した生活を送
ることができるようにするためのし
くみで、全国で、取り組みが始まっ
ています。
校区の「作戦会議（協議体）
」とは？
国は、地域包括ケアシステムの取
り組みの単位を「協議体」という言

いつまでにやるの？
２０２５年までに、北九州市内の
１ ５ ５ 校（ 地 ）区 全 て の 連 絡 調 整 会
議に、協議体の機能を持っていただ
き、その中で地域の個々の生活課題
に対応できる助け合いのしくみを更
に充実させていきたいと考えていま
す。
２０２５年は、全国に８００万人
ともいわれる団塊の世代が 歳以上
の後期高齢者となり、介護や医療、
福祉など、社会保障制度や福祉施策
等への負荷が一気に高まるといわれ
る年です。
小倉北区では、この取り組みを実
現していくため、毎年４～６校区程
度を重点的に支援しながら、区内
校（地）区に広げていきたいと考えて
います。
住みなれた地域で、家族や友人、
仲間たちと共に『みんなが安心して
暮らせる、支え合いのまちづくり』
を進めていくため、
〝オール北九州〟
、
〝オール地域〟で取り組んでいきまし
ょう！
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受賞おめでとうございます

平成 年度の社会福祉大会等に
おいて、永年に亘り、社会福祉に
貢献された方々が表彰されました。
（順不同・敬称略）

全国社会福祉協議会会長表彰
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〔社会福祉事業特別功労者〕
貴船児童館
入口みゆき
東篠崎保育所
𠮷川 頼子
新政町児童館
髙坊 和枝
南丘保育所
雪吹 芳美
上富野保育所
野田 育子
到津ひまわり学園 井上真一郎
障害者スポーツセンター
高橋 勝彦

北九州市社協会長表彰

〔社会福祉奉仕者（個人）
〕
井掘校区社協
柏木五十鈴
今町校区社協
藤𠩤香代子
霧丘校区社協
梅林美智子
寿山校区社協
後藤 敏子
吉鶴 末子

〔社会福祉事業施設役職員〕
救護施設 愛の家
中村 和久
養護老人ホームなごみの里
西
恭平
特別養護老人ホームなごみの郷
西 枝梨子
廣田 圭亮
社会福祉法人香和会
梶
務
矢頭 徹男
シルバー サン・ホーム
橘
恭平
庄司 直美
佐藤はるみ
日置佳代子
山口 義純
貴船保育園
時枝 優子
三萩野保育園
三宅 清子
森内智恵美
中野安芸子
石橋 洋子

北九州市社協感謝状贈呈

〔社会福祉奉仕者（個人）
〕
寿山校区社協
佐藤まゆみ

･

全国民生委員児童委員連合会会長表彰

〔永年勤続民生委員・児童委員〕
森田 淳一
小田 妙美
穗坂 文博
佐口 久生
宗定 克輔
是木まゆみ
中須賀和子
岩山 勝也
宮本美惠子
安達 正實
濵田 美佐
滝水 光代
植松由起子
古谷世津子
安野 裕子
川口 雅子
宮園 涼子
竹谷佐百合
草木迫静香
佐野 長久
山縣 文夫
中村 豊子
長井
清
新井 節代
井手 由美
坂本佐代子
吉村 直美
松永てるみ

北九州市民児協会長表彰

〔永年勤続民生委員・児童委員〕
青栁 和幸
東中
宏
江上 禮子
髙橋トシ子
隅岡 節惠
鍋山 純惠

10 月に開催した第４回小倉北区主任児童
委員部会では、現役の中学校教員で、特別
支援教育コーディネーターの先生をお迎え
し、不登校をテーマに研修を行いました。
「不登校」といっても、その背景は様々で
あり、学校へ行けない理由は多岐にわたっ
ています。
たとえば、保護者の不安感が本人へ伝わ
ったことで家から出られなくなってしま
ったり、重い障害のある兄弟が複数いるた
め、自分が家を守らなければいけないと思
い、外へ出られなくなってしまうなど、家
庭の状況から不登校になることがありま
す。また、人の気持ちが読めなかったり、
音や光へのストレスがあるなど、本人の特
性により不登校となることがあります。さ
らに、学校へ行くといじめに遭うといった
学校環境による不登校もあります。
不登校の子どもたちは、決して学校に行
きたくないわけではなく、いろいろな人と
交わり、いろいろなことを学んで、自分と
いう存在を認めたいと思っています。学校
へ行けるようになるには、どうしたらよい
か教えてほしいといった要望に対し、自己
選択ができる事柄を提示できる大人がいれ
ば、学校へ行けるようになります。つまり、
本人が望んでいることを学校が叶えてあげ
ることができれば不登校から抜け出すこと
ができます。
不登校から抜け出すために大切なのは、
安心できる居場所があること、信頼できる
人がいること、先の見通しがあること、そ
して、自尊感情があることです。そのため
に、現状を受け入れ、気持ちに寄り添いな
がら、学校・支援室・教育委員会等の関係
機関が連携し、本人と保護者の支援が行わ
れています。
研修終了後は、先生を囲んで、主任児童
委員の皆さんが、次々と質問をされてい
ました。現役教員より現場の生の声を聞く
ことができる機会はなかなかありませんの
で、主任児童委員の皆さんにとって貴重な
体験だったことと思います。研修で学ばれ
たことを活かしながら、今後も活動をお願
いしたいと思います。

〔福祉施設永年勤続〕
到津ひまわり学園
守永 明美
〔社協優良活動〕
中井校区社会福祉協議会

小倉北区民児協活動を紹介します

福岡県社協会長表彰

民児協通信

〔民生委員・児童委員特別功労者〕
赤川 明子
大橋 敦子
西井真奈美
若松 眞一
藤川 誠一
深川みどり

シリーズ

平成 31 年１月 15 日
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落葉して実をつける櫨紅葉

たくさんのボランティアが花博をサポート

周望学舎・穴生学舎

研修生募集

北九州市立年長者研修大学校で
は、新年度の研修生を募集しま
す。楽しく、生きがい・健康・
仲間づくりや社会参加の方法を
学びませんか
申し込み 平成31年 1 月 15日
（火）
※土日祝日は閉館 ～２月 20 日
（水）
（受講期間）
平成 31 年 4 月～翌年 3 月
（受 講 料）
年間 24,000 円
（半期ごと分割）
※別途教材費など必要
【お問い合せ先】
周望学舎
小倉北区新高田 2 丁目 29－1
℡ 591-2626 fax 591-2629
穴生学舎
八幡西区鉄竜 1 丁目 5－1
℡ 645-6688 fax 645-6661

異国情緒（？）漂う街並みで

たが、美しい秋の風景を味わいま
した。
普段なかなか訪れることのない
海外の街並みをイメージした鳥栖
プレミアム・アウトレットでは、
ウインドウショッピングを楽しみ
ました。

北九州市立年長者研修大学校

能した後、たくさんのお土産を買
うことができました。

② 月 日（金）
「久留米・鳥栖」コース
柳坂曽根の櫨（はぜ）並木は、
１・１㎞にわたり約２００本もの
並木が続き、新・日本街路樹百景
にも選ばれた人気の紅葉スポット
です。ピークはやや過ぎていまし
11

地域交流・リフレッシュ 事 業

さまざまなテーマの花庭

この事業は、校（地）区社会福
祉協議会の『ふれあいネットワー
ク活動』など、日頃から地域福祉
を実践している活動者同士の親睦
を深めることと、日頃の活動を労
いリフレッシュしていただくこと
を目的としたものです。
今年度は秋晴れの好天の中、２
コースで開催し、１５２名の活動
者が参加されました。

① 月２日（金）
「山口・宇部」コース
明治１５０年プロジェクトの中
核イベントとして開催された「山
口ゆめ花博」
。１，
０００万の山口
の花が華やかに咲き誇る広大な会
場は、８つの個性的なゾーンで構
成され、多くの人で賑わっていま
した。

大人にも人気の宇部蒲鉾工場見
学では、絶品かまぼこの試食を堪

11
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マイレージで地域を元気に！
応募締切：平成31年

3 月 4 日（消印有効）

健康づくりの目標・健康審査受診日の記入必須！
昨年６月より多くの地域や企業の皆様にご参加いただいてい
る健康マイレージの応募締切がせまってきました。
健康づくりの目標を立て、２ヶ月以上実践し、各種健康診断
を受診して、健康づくり事業に参加して集めたポイントシール
を応募はがきに貼って、お早めに市民センター、一部の地域交
流センター、各区社会福祉協議会の応募箱または 62 円切手を添
付のうえポストに投函してください。
お問合せ・お申込み先
北九州市社会福祉協議会 生活福祉課 ☎ 873－1296

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。

◆福祉へのご寄付
ありがとうございました
平成 年 月 日か ら
平成 年 月 日 ま で 受 付 分
〈敬称 略 、 受 付 順 〉

香典返し
中田美智子
篤志寄付

亡夫
（八幡西区小嶺台）
寛

小倉北区プルタブ収集ボランティア
㈲秀文社印刷（戸畑区境川２丁目）

ナープアリリア
代表 野上 淳乎（紺屋町）
（京町２丁目）
Ａ級小倉
匿名
３件

◆社協会員へのご協力
ありがとうございました
平成 年 月 日か ら
平成 年 月 日 ま で 受 付 分

中村 鈴子
中村
堤 ミエ子
吉村
土井 之人
新井
宮崎 義輝
《母子寡婦福祉会》
岩男 晴美
前田
中城 武子
二宮
田中 玲子
角
中川
栄
《小倉北区社協》
小池
昭
島田
中田 ゆかり 加藤
毛利 仁美
工藤
三吉 央利子 諸田

支え合い活動への
賛助会費、寄付の
ご協力ありがとう
ございます！

お詫びと訂正

豊子
美津子
節代

君枝
ヨシ子
紀子

直樹
愛里
恵子
成美

地域支援コーディネーター奮闘記
～支え合いマップづくり編～

このように見守り活動の基本情

報をマップで『見える化』するこ

とにより、地域の状況をより一層

把握することができ、福祉協力員

同士の情報共有の一つのツールと

や ニ ュ ー ス ポ ー ツ、 カ ラ オ ケ な

の家を拠点に、グラウンドゴルフ

い活動が活発な地域です。つどい

組んだらよいかという解決策を、

題があり、それに対してどう取り

く、この地域にはどういう福祉課

本当の目的はマップの作成ではな

ただし、
『支え合いマップ』の

ど、いろんな形のサロンが毎日の

作業を通してご近所同士みんなで

して役立つことがわかりました。

ように開かれています。また、毎

話し合い、考え出していくこと、

南小倉校区の丘陵地にある高尾

月 日前後には福祉協力員が二人

いわば『ご近所福祉』をつくって

台地区は、ご近所同士での支え合

一組で高齢者世帯等を訪問し、そ

いくことです。

て高齢者のみの世帯に黄色のシー

り暮らし高齢者世帯に赤色、そし

でいくことが大切です。

世代、次の福祉協力員に引き継い

報告会では、訪問した見守り対
象者の近況を共有したり、会えな

今後もこの活動を継続し、次の

の後に報告会を行っています。

かった場合もその方の最近の情報

ルを貼っていきます。
共有を行う『話し合いのしくみ』

ころに行ってるって△△さんに

っているけど…。
」
、
「 娘さんのと

ん、最近姿を見ないし雨戸も閉ま

作業を進めながらも、
「 ○○さ

ていくことが期待されます。

づくり〟による支援の輪が広がっ

の地区でもこの〝支え合いマップ

高尾台地区だけでなく、その他

を確認しあったりします。このよ

は、ふれあいネットワーク活動で

聞いたよ。仲がいいからね。
」な

うに活動者同士が情報や課題の

しかし、住民の半数近くが 歳

最も大切な基本活動の一つです。

の高齢化も進む高尾台地区では、

以上の高齢者となり、活動者自身

こは空き家だね。
」という声が上

な情報が出てきます。また、
「こ

ど、日頃の活動から得たいろいろ

がったので、空き家には白色のシ

化』に取り組むことにしました。

合いマップによる活動の見える

たりは特にひとり暮らし高齢者世

たことが見えてきます。
「 このあ

ると、日頃は気にかけていなかっ

そうしてできあがった地図を見

ールを貼ることにしました。

ま ず、 大 き な 住 宅 地 図 を 準 備

帯が多いね。
」とか、
「こちらは比

較的若い人が多いね。
」
などなど。

し、福祉協力員宅に青色のシール

ターの提案を受け、新たに『支え

そこで、地域支援コーディネー

実は切実な課題です。

見守りや助け合い活動の更なる充
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〈敬称 略 、 受 付 順 〉

【正会員】
小倉北区シニアサークル連合会
小倉北区民生委員・児童委員協議会

【団体会員】
北九州市母子寡婦福祉会小倉北地区

西小倉校区婦人会
小倉セメント製品工業株式会社
株式会社九州メディカル
軽費老人ホーム階寿園
【個人会員】

15

を貼ります。次に 歳以上のひと
75

小倉北区民生委員・児童委員一同

15

こくら北区社協だより第
号（ 平 成 年 月 日 発
行）の寄付者の記載に誤りが
ありました。
正しくは「寺田 正典 様」
です。
関係者の皆様にご迷惑を
おかけしましたことを深く
お詫び申し上げます。
10

1

21

1

21

梅野 秀麻呂
花見 正昌

30

10

12

《富野校区》
金丸 善久
藤家 和夫

153

10

12

30

30

30

30

平成 31 年１月 15 日

小倉北区社会福祉協議会だより
【4】第 154 号

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。

平成 31 年１月 15 日

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

第 154 号【●】

第 34 号

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

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）

新年あけましておめでとうございます

本年も小倉北区ボランティア・市民活動センターをよろしくお願い申し上げます
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～」
12月14日（金）
、フリーアナウンサーで気象予報士の山本 耕一氏をお招きし、
ボランティア養成講座を開催しました。
テレビの天気予報でおなじみの“やまもん”こと山本氏ですが、今回は、アンガ
ーマネジメントファシリテーターとして、日常の「怒り」をコントロールしなが
ら、暮らしと気持ちを豊かにする方法についてご講義いただきました。
「アンガー（怒り）マネジメント（後悔しないこと）
」とは、
「怒る必要のあること
は上手に怒り、怒る必要のないことは怒らないようになること」で、他人や自分を
傷つけず、物を壊さず、
「怒っていることを上手に表現できること」を目的としてい
ます。山本氏のお母様はアルツハイマー型認知症で、初めの頃は、病が進行していくお母様に対し「怒り」をぶつけるこ
ともあったとのことですが、アンガーマネジメントを学んだことで、お母様への向き合い方が変わったそうです。
「怒り」
は関係が近い人ほど強く現れるということから、とても悩まれたことと思います。
山本氏と同じように、認知症介護に携わっている方からは、
「ある、あると思いながら聞きました。
」との感想をいただ
きました。また、
「行動を変えれば反応が変わる」とのお話があり、子育ても同じだと共感された方や、
「
『怒りを感じたら
６秒待つ』で頑張る。
」とのお声も聞かれました。
現在進行形の認知症介護に関わる実体験を交えながらのお話は、考えさせられることもたくさんありましたが、笑いを
交えながらの軽快な語り口で、２時間の講義があっという間に終わりました。受講された皆様には、今後の日常生活やボ
ランティア活動では、
「怒り」を上手にコントロールしながらご活躍いただきたいと思います。

新館

日（日）

21

：

10

～

00

：

15
00

第 回小倉北区こどもまつりに参加します

年４月

31

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

日時：平成

会場：西日本総合展示場

!!

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

去る10月28日（日）
、ウェルとばたで開催された市民ふれあいフェスティバル
は、天候にも恵まれ、たくさんの方にご来場いただきました。
ミニステージでは、小倉北区推薦のボランティアグループ「吉岡塾ファミリーバ
ンド」の吉岡さんご一家が「東京ブギウギ」や「マツケンサンバ」などのおなじみ
の曲を披露。お父さんのギター、お母さんのエレクトーン、長男さんと長女さんの
歌で、会場を大いに盛り上げて下さいました。
「ＮＰＯ法人 和む」は学生の会員さんも総動員で活動紹介を、
「井堀ボランティ
アの会」は力作のパネル展示
で参加して下さいました。
恒例のバザーや、スウェー
デン発祥のニュースポーツ
「クッブ」などの遊びのコー
ナーも終日賑わいました。ま
た、前号の当誌面でもご協力
をお願いしたフードドライブ
には、たくさんの食品をお持
ちいただき感謝申し上げます。
ご来場下さった皆様、ご参
加下さったボランティアさ
ん、ありがとうございました。

「見てわらって、たべてわらって、あそんでわらって、
わっはっは 」をキャッチフレーズに子ども達が楽しく
参加でき、色々な体験の場を提供するイベントです。
今年も楽しい出し物を用意しま～す！

市民ふれあいフェスティバルが 開催されました
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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。

【●】第 154 号

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

平成 31 年１月 15 日

収集ボランティア
◆ ㈱ コナミスポーツクラブ
（小倉北体育館・新門司体育館・新門司温水プール）
◆ 今町小学校
◆ 到津市民センター
◆ 清水市民センター
◆ 北九州シティホーム
◆ 九州ヂャニターサービス
◆ 永松 和夫
◆ 鎌田 康志
◆ 山根 八穂子
◆ 山岡 節子
◆ 立林 千和子
◆島
友行
◆ 片山 広美
◆ 谷元 靜夫
◆ 匿名
（順不同・敬称略）
◆ 小倉北区役所保護課
◆ 北九州市役所上下水道局東部工事事務所
◆ 北九州市役所総務局福利課

今町小学校のみなさんがリサイクル資
源をたくさん集めてくれました。

ボランティアセンターでは、
古切手・プルタブなどを集めて
地域福祉のために役立てています。

★ 缶＆切手キャラクターの名前発表 ★
収集ボランティア欄に登場する缶と切手の名前を前号で募集したところ、たくさんのご応募をいただきました。
厳正なる審査の結果、缶の名前は山根八穂子さんと橋口えりかさんが考えてくれた「プルちゃん」
（橋口さんは
ひらがな表記）
、切手の名前は三ヶ島せつ子さんが考えてくれた「キッテちゃん」に決定しました。
山根さんからは「プルタブの『プルちゃん』
」という添え書きが。橋口さんからは「小学校に入学してから、
プルタブなどが回収され、リサイクルされているのを知り興味をもってきまし
た」というたのもしいコメントがありました。
プルちゃん
キッテちゃん
三ヶ島さんからは「参加することに意義があると思って応募させていただき
ました」とのことでしたが、切手と「切って」
（当センターでは使用済み切手の
ふちを５ミリ残して切り、業者さんに買い取ってもらっています）をかけたシン
プルさが決め手となりました。
由来やイラストが書き添えてあるたくさんの力作に、きわめて難しい審査と
なりました。ご応募下さった皆様、ありがとうございました。
これからもプルちゃんとキッテちゃんとともに、小さなボランティアの心を
たくさんのご応募ありがとう !!
増やしていきたいと思います。
引き続き、ご協力をよろしくお願いいたします。

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。

