小倉北区社会福祉協議会だより

令和元年 7 月 15 日
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困ったときはお互いさま できる人ができることを少しずつ

りが必要であり、ふれあいネット

将来に向けた地域目標の共有
「小地域福祉活動計画」の策定（到津校区）

ワーク活動のさらなる充実にも大

きな期待が寄せられています。

次世代地域福祉活動者育成事業
おたすけマン（ウェルクラブ）活動（中井校区北小倉）

介護施設職員や保健福祉行政職員等を交えた
連絡調整会議の開催（今町校区）

みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり

進む中、公的なサービスや従来の

地域福祉人材の発掘・育成
「ふくしのまちづくり講座」の開催（足立校区）

ふれあいネットワーク活動

地域福祉活動）を進めるため、市

ボランティア活動だけでは対応が

少子高齢化や核家族化が急速に

内１５５校（地）区社会福祉協議

難しい様々な生活上の困りごとを

地域住民の福祉課題解決に
向けた様々な取り組み

会と協働で、
「 ふれあいネットワ

抱え、継続的な支援を必要として

市・区社会福祉協議会では、住

ーク活動」を推進しています。

いる人たちが増えています。こう

民が主役の福祉のまちづくり（小

＊見守りのしくみ＊

50

した人たちを孤立させることな

く、地域で支援していくため、新

福祉協力員（概ね ～１００世

帯に一人の地域ボランティア）等

たな社会資源の開拓や住民参加型

※その他は、電球の取り替え、軽作業、片付けなど

が、民生委員・児童委員や町内会

☆布団干し・入れ……… 10 回
☆洗濯…………………101 回
☆ゴミ出し……… 15,075 回
☆その他……………… 22 回

の生活支援サービスのしくみづく

☆話し相手………… 62,945 回
☆買い物支援………… 4,836 回
☆生活情報の提供… 69,561 回
☆薬取り………………… 380 回
☆庭掃除………………… 254 回

等と協力し、支援が必要と思われ

ふれあいネットワークの「助け合い」活動内容は、
話し相手を中心に、年間延べ 153,184 回

る世帯などへの訪問活動や声かけ

などを行います。

＊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、臨時的なものなどは、

ニーズ対応チーム（地域助け合い

班）をつくり、できる範囲で手助

けをします。

＊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。

小倉北区内では、1,224 名の福祉協力員が、高齢者のいる
世帯を中心に、27,253 世帯を見守り・支援しています。

小倉北区大手町１番１号 区役所３Ｆ
TEL（093）571-5452 FAX（093）571-9553

高台の団地集会所での買い物支援
「出前市場とふれあいサロン」の開設（泉台校区）

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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小倉北区民児協活動を紹介します

ループ 」
、清水校区の「なかよし
クラブ」
、堺町と天神島校区合同
の「 堺・ 天 神 ふ れ あ い 健 康 サ ロ
ン」です。
春は出会いの季節、新しいサロ
ンに新しい顔ぶれが集いました。
み な さ ん、 参 加 の き っ か け は
様々。はじめてのサロンにお一人

4

で勇気を出して来られたという方
も少なくありません。
「 はじめま
して…。
」の挨拶で初々しくサロ
ンが誕生します。
あっという間に軌道に乗り、順
風満帆に進みだすサロンもあれ
ば、ゆっくりと手探りで歩みだす
サロンもあります。一人一人に個
性があるように、サロンにも色ん
なカラーや楽しみ方があります。
元気で長生きする人に共通する
生活習慣の決め手は、
「 きょうい
く」と「きょうよう」です。サロン
活動は、
「きょういく（今日行く
所がある ）
」と「きょうよう（今
日用がある ）
」を日常にもたら
し、生活に張りと喜びを与えてく
れます。
サロンの拠点が増え、誰もが気
4

4
4
4

4

4

軽にサロンに参加できるようにな
って、地域の人々が元気で長生き
することは、私たちの願いでもあ
ります。
「 サ ロ ン に 行 っ て み た い！」
、
「家の近くにサロンがあったらい
いなあ。
」と思ったら、私たちに
地域支援コーディネーターにご相
談ください。

５月14日に男女共同参
画センター「ムーブ」ホー
ルにおいて、令和元年度
小倉北区民生委員・児童
委員協議会総会を開催しま
した。239 名の民生委員・
児童委員の皆様にご参加
いただき、平成 30 年度活
動報告・決算報告や令和元年度活動計画・予算案等
を審議した後、全体研修を行いました。今回の研修で
は、北九州市危機管理室危機管理課災害対策係長
日南 顕次 氏を講師にお迎えし、
「知って安心、災害へ
の備え」をテーマにお話しいただきました。
近年、日本各地で自然災害による甚大な被害が増え
ており、日常生活においても、住民の皆様それぞれの
防災対策や避難情報の収集等が必要となっています。
これまで、比較的大きな災害が少ないと思われてきた
北九州市においても、近年では豪雨に見舞われること
が増え、中でも平成 30 年７月の豪雨災害では、土砂
崩れにより２名の方が亡くなられました。
災害の種類、自宅の場所
や現在地と避難所との位置
関係等によって、適切な避
難行動が異なります。災害時
の避難場所について北九州
市では、市民センターや市
立小・中学校、その他施設
等、396箇所が指定されてい
ます。
（平成 31 年３月末現在）平成 30 年７月の豪雨災
害では、市内約 19 万人に対し避難勧告等が発令されま
したが、実際に避難された方はわずか１％強だったとの
ことです。
「自分は大丈夫」
「家の中の方が安全」と考
えて避難しなかった方が多かったようです。災害や避難
に関する情報は、テレビやラジオ・インターネット等で入
手できます。他に、北九州市ホームページ「防災情報
北九州」や登録制の防災メール、緊急速報メール（エリ
アメール）等でも避難情報や気象情報を入手できますの
で、複数の手段で正しい情報を得ることにより、適切な
避難行動が取れるよう心がけたいと思いました。
写真や地図等映像でのわかりやすい解説により、各地
区で検討されている災害時の備えや避難支援活動につい
て、改めて確認していただけたのではないかと思います。

～地域の居場所「サロン」編～

民児協通信

私たち地域支援コーディネータ
ーの役割の一つに、サロンの立ち
上げ支援があります。
「サロン」とは、住民がつくる
地域交流の場のことで、サロン活
動を通じて地域の
「仲間づくり」
、
「出会いの場づくり」
、
「健康づく
り」などを推進することを目的と
しています。
私たちが昨年度末から今年度に
かけて開設のお手伝いをさせてい
ただき、この４月からオープンし
たサロンは、あわせて６つ。
到 津 校 区 の「 サ ロ ン さ つ き 」
と「サロン井堀団地」
、中井校区
の「なかいふれあいカフェ＆サロ
ン」
、西小倉校区の「ソレイユグ

シリーズ

令和元年 7 月 15 日

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
～ 小地域福祉活動計画策定編～

工藤Co.
毛利Co.

奮闘記

その際に有効なツール（手段）
が「小地域福祉活動計画」です。
このたび、到津校区社会福祉協
議会がこのツールを使って、住民
発！到津校区小地域福祉活動第一
次計画『到津ささえ愛ま
ごころプラン（２０１９
年～２０２３年 ）
』を 策
定しました。
市街地から丘陵地ま
で、広範で高低差のある
到津校区は、地域ごとの
状況や生活課題も様々で
す。人と人とのつながり
が希薄化し、昔ながらの
近所づきあいや助け合い
が難しくなってき
たこと。さらに、
活動者自身が高齢
化し、若手の活動
者を増やしたいと
いう課題等を解決

するために、地域支援コーディネ
ーターも参画した６回の会議を経
て策定された計画は、見守り・助
け合い・話し合いのしくみの再構
築を図り、ふれあいネットワーク
活動の充実・強化を進めていくも
のとなりました。
平成から令和に…。時代が変遷
しても、日本人が大切に受け継い
できた『困った時はお互いさま』
の助け合い文化は普遍です。
『できる人が、できることを少

しずつ！』
、
『支え上手、支えられ
上手な人があふれるまち到津』を
目指した、今後５年間の到津校区
社会福祉協議会の取り組みに注目
です。
地域が直面する課題が複雑・多
様化するなか、小地域福祉活動計
画づくりを、自分たちの住みよい
福祉のまちづくりを進めるチャン
スと捉え、他校区においても積極
的に取り組んでいただきたいと思
います。

平成31年4月21日（日）に
開催された子どもまつりに小
倉北区社協も参加しました。
主任児童委員や学生ボラ
ンティアのみなさん、ご協
力ありがとうございました。

松本Co.

小 地 域 福 祉 活 動 計 画 と は、 校
（地）区社会福祉協議会が中心と
なって、住民や地域団体・関係機
関等に呼びかけて作成する「自分
たちのまちをどのようにしていき
たいか？」をみんなで考え、実現
していくための中長期（概ね５年
程度）の計画です。
例えば、
「 活動者自身も高齢化
する中、次代の地域の担い手を発
掘、養成したい。
」とか、
「買い物
やゴミ出しなど日常生活に困りご
とのある独居高齢者が増えている
ので、助け合いのしくみをつくり
たい。
」など、単年度では解決に向
けた取り組みが難しい地域の福祉
課題があります。そうした、
「何と
かしなければと思っているけど、
誰と、どこから手をつけていいの
かわからずきっかけがつかめな
い」といった課
題を解決するた
めには、①した
いことを明示す
る、②みんなの
力を結集する、
③継続的に取り
組む、ことが大
切です。

たくさんの笑顔を
ありがとう
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◆ 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
令和元年 月 日 ま で 受 付 分
（順不 同 、 敬 称 略 ）
1

ています。

と、様々な地域団体等に還元され

域福祉や環境貢献活動に繋げたい

資源の回収で得られた収益金を地

域の方々の協力によるリサイクル

㈱サンリブでは、お客さまや地

到津店より

㈱サンリブ・サンリブ

小倉北区プルタブ収集ボランティア

篤志寄付
旧末広二丁目町内会
Ａ級小倉
（京町二丁目）
匿名
二件
小倉北区連合婦人会

香典返し
故父
藤澤 みどり 信
（
片野二丁目）
夫

30

4

6

本会には、今年もサンリブ到津

◆ 社協会員へのご協力
ありがとうございます

第 43 回小倉北区連合婦人会
民踊のつどい チャリティー寄付

忠孝
美佐
博子

久生

英幸
哲也

徹
一美
理恵
泰夫

平成 年 月 日から
令和元年 月 日まで受付分
（順不同、敬称略）
1

30

4

6

【個人会員】
《城野第一校区》
中杉 長男
《霧丘校区》
立花 三男
小川
高瀬
俊
月川
石橋 明一
原田
矢治 聖子
森本
《小倉中央校区堺町》
米谷 元則
野上
安蘓 恵子
大石
《足立校区》
片山 浩邦
佐口
穂坂 文博
《寿山校区》
黒川 健次
《貴船校区》
醒井 重政
杉野
中川 富子
濱田
佐藤 幸男
藤本

堤
千恵
木下 美和子
椛島 広光
松井 厚樹
《日明校区》
安達 幹雄
太田
保
《中井校区保護司会》
３名
《今町校区》
福丸 清生
大司 洋太
渡邉 正信
小野 善孝
村上 千恵子
間庭 修二
宮崎 徹志
渡邉 尚美
藤原 香代子
大瀬良 健一
福丸 律子
《身体障害者福祉協会》
内山 三千秋
藤井 恵子
香田 小茅
山田 定子
濱﨑 俊和
山﨑 忠昭
山本 律子
大串 信義
大串 容子
大串
太
《井掘校区》
赤松 孝夫
内
義直
角
純一
楠本 武昌
柏木 五十鈴
柏木
作
《足原校区》
金子 輝子
金子 由佳里
金子 真介
橋田 由子
木村 恵美子
《中島校区》
苅北 憲佳
中村 勝重
山本
誠
亀嶋 康俊
亀嶋 憲爾
《中井校区》
甲斐 幸子
蜷木 紀年
高中 美輝男
永岡 啓祐
太田
敦
田栗 典子
赤峰 由美子
中尾 和恵
河野 京子
永松 洋子

小林 雅美
太田 理子
坂本 裕子
山田 直美
高﨑 克典
坂口 昌男
近松 芳朗
倉光 邦司
河野 克幸
内山 伸一
山野 可年
小川
巧
《富野校区》
堤 ミエ子
花見 正昌
吉村 美津子
新井 節代
中村 鈴子
土井 之人
金丸 善久
梅野 秀麻呂
中村 豊子
藤家 和夫
徳永 日出城
【団体会員】
泉台校区社会福祉協議会
城野第一校区社会福祉協議会
霧丘校区社会福祉協議会

小倉中央校区堺町社会福祉協議会

北九州市母子寡婦福祉会小倉北地区

足立校区社会福祉協議会
寿山校区社会福祉協議会
寿山校区自治連合会
寿山ふれあいネットワーク
貴船校区社会福祉協議会
南小倉校区社会福祉協議会
今町校区社会福祉協議会
桜丘校区社会福祉協議会
小倉北区身体障害者福祉協会
井掘校区社会福祉協議会
到津校区社会福祉協議会
三郎丸校区社会福祉協議会
小倉北保護区保護司会
日明校区社会福祉協議会
足原校区社会福祉協議会
中島校区社会福祉協議会
中井校区社会福祉協議会
富野校区社会福祉協議会

健康づくりの目標を立て２ヶ月以上実践し、
健康診査を受診、健康づくりの教室やイベ
ントに参加してポイントシールを集めると
景品に交換できます。

●対象
40 歳以上で市内在住（勤務）の方
●健康診断受診対象期間
平成31年３月５日～令和２年３月２日
●シール配布期間
令和元年６月１日～令和２年３月２日
●応募受付期間
令和元年10月１日～令和２年３月２日
●お問い合わせは
北九州市社会福祉協議会 生活福祉課 ℡ 873-1296

2019年度
健康マイレージ 実施中 !

31

31

店より寄付を頂きました。

㈱サンリブ・サンリブ到津
永松康弘店長（右）より寄贈

令和元年 7 月 15 日
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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
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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

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-vc@kitaq-shakyo.or.jp
◉月曜日～金曜日 8：30 ～ 17：15
（土・日・祝日はお休みです）

平成 30 年度 小倉北区ボランティア・市民活動センター事業報告
小倉北区ボランティア・市民活動センターでは、平成 30 年度に市民活動の中核的な
支援機関として、日々のコーディネートを軸に次のような取り組みを行いました。
●ボランティア相談・コーディネート業務
ボランティア活動相談・情報提供・受給調整
（3,253 件）
●ボランティア活動保険の加入促進
（取扱件数 289 件、加入人数 4,189 人）
●ボランティア行事用保険の加入促進
（取扱い件数 163 件、加入人数 14,327 人）
●シルバーひまわりサービス事業の運営
（ボランティア登録 131 名、送迎 496 件）
●関連団体等との連携推進・ネットワーク強化
・小倉北区ボランティア連絡協議会の活動支援
（総会、例会、視察研修 各１回）
・市社協や行政を含めたネットワークの強化
（小倉北区子どもまつり・
市民ふれあいフェスティバル）
●養成講座開催
・平成 30 年度 年長者研修大学校地域福祉講座
「地域を紡ぐ」

・介護支援ボランティア登録研修会
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～」
●広報・啓発活動
・広報誌「ひまわりねっと」の発行（年 4 回）
・ホームページ「ぼらぐ」等による
各種ボランティア募集・情報提供
●物品貸出し
・車椅子貸出し（38 件）
・高齢者擬似体験セット貸出し（3 件）
・点字盤その他貸出し（1 件）
これからも、区民の皆様の
活動をお手伝いしていきます。

「シルバーひまわりサービス事業」
運転ボランティア研修を受講しました
去る５月 19 日（日）
、北九州市立玄海青年の家で開催された
運転ボランティア研修（福祉有償運送協力者研修）に、当セン
ターから１名が参加しました。
利用者さんを安心・安全に送迎する為の、知識や心得を講義
で学びました。また、送迎車を使用した実技や、グループディ
スカッション等も行われました。この研修で学んだことを活か
して、利用者さんとボランティアさんの双方が、気持ちよく利
用・活動していただけるような運営に尽力してまいります。
外出が困難な高齢者の送迎を行う当サービスでは、送迎車の
運転担当の運転ボランティアと、日誌の記入等担当の同乗ボラ
ンティアの、2 名１組で活動していただいています。同乗ボラン
ティアは資格等不要ですが、運転ボランティアはこの研修（年
3 回開催）の受講が必要です。
（２種免許取得者は免除）
当センターでは、運転・同乗ボランティアさんを大募集して
います！興味のある方、一度体験してみませんか？お電話お待
ちしています (^^) ！

お知らせ

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：令和元年 10 月 2 日（水）
14：00 ～ 16：00
場所：小倉北区役所
西棟 8 階 802 会議室
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）

ボランティアセンターの新任職員紹介
ふるしま

古島

な

お

こ

奈央子

ボランティア・市
民 活 動 セ ンター の
コーディネーター業
務を担当します。
社会人１年目、一生懸命頑張ります !
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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

ボランティアグループ紹介

４月には清水校区の
サロンのオープニング
イベントで、演奏して
いただきました♪

（オカリナ演奏）
（オカリナ演奏）
風の通り道
風の通り道
私たちは、女性 3 人組のオカリナ演奏ボランティアグループです (^^♪
小倉北区の福祉施設等を中心に活動中で、今年結成 5 年目となりまし
た。演奏曲は、皆さんに楽しんで頂けるように、依頼を受けた場所の年
齢層や季節等を考慮しながら、メンバー全員で決めています。
オカリナは、素朴で温かみのある音色が魅力の楽器です。まだまだ未
熟な私達ですが、その音色が皆さんにとって、少しでも爽やかな風の通
り道となりますよう、日々練習に励んでいます。これからも皆さんの心
に寄り添えるような、素敵なオカリナ演奏を目指しながら楽しく演奏活
動を続けていきたいなと思っています。

☆

収集ボランティア

子どもまつりに参加しました ☆

去る４月21日（日）
、西日本総合展示場で「第
56 回 小倉北区子どもまつり」が開催されました。
小倉北区社会福祉協議会のブースでは、カキ氷
の販売や釣りゲーム、だるま落としなどを楽しむ
たくさんの子どもたちでにぎわいました。また、
車椅子体験や高齢者疑似体験セットコーナーに
も、たくさんの子どもたちが訪れてくれました。
初めて車椅子に乗ったというある男の子は、
「自
分で乗って進むのも、人が乗っている車椅子を押
すのも難しく、段差や狭い道がとても通りにくい。
こんなに大変だとは思っていなかった」と感想を
話してくれました。
実際に体験してみることで得られる学びはたく
さんあります。こうした体験を通して、高齢者や
障害者の日常の中での不便さを知り、相手の気持
ちになって考えることや、自分にできる手助けを
したいという思いやりの心を育むきっかけになっ
てもらえると嬉しいです。

〜 ご協力ありがとうございます 〜

・北九州市環境局循環社会推進課
・小倉北区役所コミュニティ支援課
・小倉北区役所保護課
・北小倉市民センター
・小倉北体育館
・北九州シティホーム
・松ヶ丘町内会
・清水市民センター
・行武紀子 ・平塚みつゑ
・大槻博子
（順不同・敬称略）
ボランティアセンターでは、
古切手・プルタブ等を集めて換金し、
地域福祉のために役立てています。

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償 ! !

平成31年度

ボランティア活動保険

保険金額

年間保険料（１名あたり）
Ａプラン

Ｂプラン

後遺障害保険金

1,040 万円
1,040 万円

1,400 万円
1,400 万円

入院保険金日額

6,500 円

10,000 円

プラン

保険金の種類

全国200万人
加入!!

死亡保険金

（限度額）

（限度額）

ケガの補償

手術 入院中の手術 65,000 円 100,000 円
保険金 外来の手術 32,500 円 50,000 円
通院保険金日額
特定感染症の補償
葬祭費用保険金

4,000 円

6,000 円

タイプ

プラン

基本タイプ

Ａプラン

Ｂプラン

350 円

510 円

http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険

検索

（※）
天災タイプでは、天災
（地震、噴火ま
たは津波）
に起因する被保険者自身
のケガを補償しますが
（天災危険担保
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）
特約条項）、賠償責任の補償につい
ては、天災に起因する場合は対象に
団体割引 20％適用済／過去の損害率による割増引適用
なりません。

天災タイプ（※）

500 円

710 円

保険金をお支払いする主な例

上記後遺障害、入院、通院の
各補償金額（保険金額）に同じ

賠償責任

の 補 償

（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

300 万円（限度額）
5 億円（限度額）

ボランティア行事用保険

送 迎 サービス 補 償

福祉サービス総合補償

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

（傷害保険）

（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

● このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ ●
団体契約者

〈

引受幹事
保険会社

社会福祉法人

全国社会福祉協議会

〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３
（３３４９）
５１３７

受付時間：平日の 9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3 を除きます。）

取扱代理店

株式会社

福祉保険サービス

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ

ＴＥＬ：０３
（３５８１）
４６６７ ＦＡＸ：０３
（３５８１）
４７６３

営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）
この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。
〈SJNK18-13568
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