小倉北区大手町１番１号 区役所３Ｆ
TEL（093）571-5452 FAX（093）571-9553
行 小倉北区社会福祉協議会
発

謹んで年頭の
ご挨拶を申し上げます
皆様におかれましてはつつがな
く新年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。
長引く新型コロナウイルス感染
症の影響により、私たちは多くの
ものを失いました。しかし、当た
り前と思っていた日常が失われた
ことで、気づき、見直したものも
あります。それは、人と人のつな
がりやふれあいの大切さです。
昨年、開会前から物議を醸した
東京オリンピック・パラリンピッ
クが閉幕しました。直前まで開催

福 丸

長

清 生

小倉北区社会福祉協議会
会

反対の批判を受けながら、見えな
いウイルス相手に対策を講じなけ
ればならない。そのような中で世
界規模のイベントを実行するの
は本当に大変なことだったでしょ
う。
関係者や多くのボランティアの
努力のおかげで、私たちは選手の
活躍に歓喜することができまし
た。また、海外の方から日本の良
いところやスタッフ等の心遣いへ
の感謝のメッセージ等が発信され
るたびに、まるで自分が褒められ

受賞おめでとうございます
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）
※公表許可を頂いた方のみ掲載しています。

全国社会福祉協議会会長表彰
〔民生委員・児童委員功労者〕
重見 秀治
城田 泰子
〔社会福祉法人・福祉施設功労者〕
小倉北ふれあい保育所
酒井 初恵
〔永年勤続功労者〕
東篠崎保育所
新山 リエ
富野地区民児協 仁保 一正

福岡県社会福祉協議会会長表彰
〔民生委員・児童委員特別功労者〕
中川智左子
〔社会福祉事業特別功労者〕
シルバー・サン・ホーム
嶋山ひろみ
伊﨑久美子
山﨑
惠
宮崎 正美
三郎丸児童館
梶川ゆう子
金田保育園
太田千枝子
豊田 明美
中村登美子
河村 香織
岩倉 栄子
貴船保育園
室田 尚子

たように嬉しい気持ちになった方
も多いのではないでしょうか。
「ありがとう。
」
、「おかげ様で。
」
何気ない言葉のやりとりや人の笑
顔が、いかに私たちの普段の生活
や心を豊かにしてくれるものであ
ったのかとあらためて思います。
コロナ禍はまだしばらく続くか
もしれませんが、こんな状況であ
っても工夫してできることに取り
組み、相手を思いやり、支え合っ
て進んでいくことが大切です。
大変な時ですが、みんなで力を
合わせて一緒に頑張りましょう。
本年もどうぞよろしくお願い申
し上げます。

北九州市社会福祉協議会会長表彰
〔社会福祉奉仕者（個人）
〕
井堀校区社協
仮屋崎達根
中井校区北小倉社協
松原 雄春
霧丘校区社協
宮路エミ子
岩丸 明江
福田由紀子
村田 泉美
寿山校区社協
楠本 妙子
武田 睦子
城野校区社協
櫨本 春義
〔社会福祉事業団体役職員〕
中井校区社協
高中美輝男
〔社会福祉事業施設役職員〕
シルバー・サン・ホーム
堤
優介
宮崎 正美

愛の家
岡村ひとみ
廣瀬 祐子
森山 由華
中村 秀明
小林佐知子
北九州市障害者スポーツセンター
土井 久子
山下
悟

北九州市福祉事業団 事務局事業課

渋谷 和弘
到津保育所
古江加代子
上井香奈恵
れんげ心の花保育園
岩﨑 佑子
金田保育園
加藤 奈生
小畑 章子

北九州市社会福祉協議会感謝状贈呈

〔社会福祉奉仕者（個人）
〕
寿山校区社協
高山 憲子
福島 幸恵
〔社会福祉奉仕者（特別感謝）
〕
寿山校区社会福祉協議会
泉台校区社会福祉協議会
桜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

〔寄付（個人）
〕
本田 智子

今回表彰された愛の家の職員の皆様
（施設のクリスマス会にて撮影）

社協だより
こくら北
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玄関で温かく迎えてくれたご夫
婦に、
「こんにちは。お変わりな
いですか？ふれあい茶を持ってき
ました。
」と、声を掛けてお茶を
渡すと、
「今年もありがとう。ご
苦労様です。
」と、感謝と労いの
言葉をかけてくださいました。玄
関の中は、この日の日差しのよう
に、ぽかぽかと心温まる優しい空
気で包まれていました。
コロナ禍による自粛期間を通し
て、対面での見守りや支援の重要
性が改めて認識されています。顔
を合わせてふれあい茶を手渡すこ
とで、高齢者の皆さんには、
「あ
なたのことを見守っている人が近
くにいる」というメッセージも伝
わり、安心して新年を迎えていた
だけたのではないでしょうか。こ
れからも富野校区で見守りの輪が
広がっていくことを期待していま
す。
中井校区社協では、毎年 歳以
上の一人暮らしの方へ、年賀状を
送っています。新年のどんど焼き
のお知らせや担当活動者の手書き
のメッセージを添えるなど、色々
な工夫がされているこの年賀状に
は、
「 今年もお元気でいらしてく
だ さ い ね。 い つ も 見 守 っ て い ま
す。
」という想いが込められてい
ます。
年賀状のあて名書きは、民生委
員と、担当地区の福祉協力員が協
力して一緒に行っています。手分
けしてそれぞれで行う方が効率的
かも知れませんが、みんなで集ま
って行うことを大切にしています。
いつも気にかけてくれてありがとう 。

毎年、年賀状を楽しみにしています。

そ れ は、 こ う し た 機 会 を 通 し
て、見守り活動で気づいたことや
気になることを共有したり、意見
交換したりすることで、活動者同
士の連携の強化にも繋がると考え
ているからです。また、訪問時の
話題づくりとしても役立っていま
す。

１年間の活動を振り返りながら
一枚ずつ丁寧に書いていきます

日頃の見守り活動への感謝の言
葉をつづった返信をもらうことも
あり、活動者の意欲の向上にも繋
がっています。
真心のこもった年賀状は、受け
取った方の心に確かにぬくもりを
届けてくれているようです。

母親役の寺田部会長（左）による名演技で
実際の訪問時のイメージが共有できました

久しぶりの研修会
皆さん真剣な表情で話を聞いています

去る令和3年10月26日、半年ぶりの主任児童委員部会が開催されました。主
任児童委員とは、学校などの関係機関と連携しながら、児童福祉に関する支援を
専門的に担当する民生委員・児童委員です。現在、小倉北区内には44名の主任
児童委員がいます。
今回は、
「のびのび赤ちゃん訪問事業」について、事業内容や訪問時のポイン
トなどについて、寺田部会長と小倉北区役所保健福祉課の平田係長の寸劇を交え
ながら楽しく学びました。新任の委員の中には、コロナの影響もあり、まだ一度
も訪問をしたことがないという方も多く、今回の研修は、今後の訪問活動に向け
てとても参考となるものでした。
また、コロナ禍の影響は、心身ともに不安定になりがちな産後の母親にも大き
な影響を及ぼしていると学びました。外出自粛により家族以外の人と交流を持つ
機会が減り、子育ての悩みを誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる母親が増
えています。核家族化によるワンオペ育児が問題視されている中、さらにコロナ
で追い打ちをかけられ、産後間もない母親が地域の中で孤立しやすい状況が続い
ています。
そんな中で、自宅を訪問して話を聞いてくれたり、地域の中で見守ってくれる
主任児童委員は頼もしい存在です。研修で学んだことを意識しながら、声掛けや
見守りによって安心したり救われる人が一人でも増えるように、これからも活動
を続けていきます。
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地域支援
コーディ
ネーター

11

7

工藤Co.

毛利Co.

奮闘記

ながら手話を覚え、そのスピード
には大人たちも驚かされました。
後半は、子どもから高齢者、障
害のある方も誰でも気軽に楽しめ
るニュースポーツ、バッゴーゲー
ムを行いました。ルールは単純で
すが、得点を入れるのは意外と難
しく、点が入るたびに大きな歓声
が公園に響いていました。
また、ゲームの景品として旦過
市場の青果店からマスカットやバ
ナナ、みかんを提供いただき、入
賞した皆さんはとても嬉しそうに
受け取っていました。
帰り際には、参加者のみなさん
から「次はいつするの？」
「 また
参加したい」との声をいただきま
した。コロナ禍の中で新しく始め
たふれあいの集いは、天神島地区
の皆さんの心に残り、きっと次回
へと繋がっていくことでしょう。

～年末年始編～

富野校区社協では、毎年末に、
福祉協力員と民生委員が中心とな
って、 歳以上の一人暮らしの高
齢者と 歳以上の高齢者世帯に
「ふれあい茶」をお届けしていま
す。
昨年は、感染拡大防止のため、
やむなく郵送での配付となりまし
たが、例年は高齢者宅を直接訪問
し、会話を交わし、近況や困りご
とを伺うことで、お茶の配布を兼
ねた見守り活動として続けてきま
した。
今回の一年ぶりのふれあい茶訪
問は、長引くコロナ禍で、未だに
顔を合わせての直接の見守りや支
援が難しい中で、地域の高齢者と
直接交流する貴重な機会となりま
した。
80 75

ある年末の小春日和の昼下が
り、福祉協力員と民生委員が、ふ
れあい茶を持って高齢者宅を訪れ
ました。

ふれあい茶がつなぐ見守りの輪

入賞者には旬の果物のプレゼント
子どもも大人も大盛り上がりで白熱しました
青空の下、みんなで手話を学びました

～多世代交流編～

50

渡邉Co.

去る 月 日（日）
、古船場公
園にて、小倉中央校区天神島社協
が主催する「秋季ふれあいのつど
い」が行われました。野外での開
催のため、天候の心配もされまし
たが、当日は見事な日本晴れ。爽
やかな秋風が心地よく吹く公園に
は、子どもから大人まで約 人の
参加者が集いました。
北九州市の台所として名高い旦
過市場がある天神島地区は、人通
りも多く賑やかで活気あふれる地
域です。しかし、近年では少子高
齢化やコロナの影響で、行事の中
止が相次ぎ、住民同士が交流する
機会が少なくなっていました。そ
こで、校区社協の役員や福祉協力
員、民生委員等を中心に話し合い
を重ね、多世代交流と福祉学習を
兼ねたイベントが企画されまし
た。
前半は、天神島地区在住の聴覚
障害を持つ方を講師に迎え、手話
を 教 わ り ま し た。 日 常 生 活 で 使
う「何かお手伝いしましょうか」
「 筆 談 で 大 丈 夫 で す か 」 や、 緊
急時に役立つ「火事です」
「 危な
い」などの手話を教えてもらいな
がら、楽しく交流しました。子ど
も達も一生懸命、講師の手元を見
単純だけどそれが難しくて楽しい
バッゴーゲーム
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サンタ とトナカイ が
市民センターにやって来た！
まだまだ続くコロナ禍。学校や
地域の行事なども以前のようには
できません。そこで、子どもたち
に笑顔を届けたいとの思いで、校
区社協と北九州市立大学４２１Ｌ
ａｂ の学生が協働して、昨年の
月に、区内９箇所でクリスマス事
サンタクロースとトナカイに扮

令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで受付分

◆福祉へのご寄付
ありがとうございました

令和３年 月 日から

◆社協会員へのご協力
ありがとうございます

〈順不同、敬称略〉

香典返し寄付 （故人の氏名）
小峠ミチ子 （片野３丁目）

令和３年 月 日まで受付分

【団体会員】

〈順不同、敬称略〉

寿山校区社会福祉協議会

小倉北区民生委員児童委員協議会

株式会社 ヒライ

申込み 令和４
令和４年
年 1 月 17日
（月）
～２月 21 日
（月）

【個人会員】
小倉北区民生委員児童委員一同
島田 直樹
古島奈央子
加藤 愛里
毛利 仁美
工藤 恵子
渡邊
大
北田 貴子
大谷 美幸
松本
来

八幡西区鉄竜一丁目 5－1
TEL 093
（645）
6688 FAX 093
（645）
6661

業を実施しました。

23

穴生学舎

した学生が登場した瞬間、会場に

10

小倉北区新高田二丁目 29－1
（591）
2626 FAX 093
（591）
2629
TEL 093

23

篤志寄付
矢野 麗子
三ヶ島 せつ子
有限会社 秀文社印刷
小倉北区プルタブ収集ボランティア
小倉北区切手収集ボランティア
匿名 １件

12 １

周望学舎

集まった子どもたちは大盛り上が

（受 講 料） 年間 24,000 円（半期ごとに 12,000 円）
※別途教材費など必要

り。みんなで一緒にクリスマスソ

（受講期間） 令和４年 4 月～令和５年 3 月

ングを歌ったり、ゲームやクリス

品物を提供いただいた企業・
団体様一覧 （順不同・敬称略）

【お問い合わせ】

12 １

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。生きがい・健康・仲間づ
くりや社会参加の方法を楽しく学びませんか

マスカード作りをして楽しい時間
を過ごしました。最後はサンタさ
んからのプレゼント！袋の中を覗
きこみ、プレゼントを手に取った
子どもたちはとても嬉しそうな笑
会場の飾り付けやプレゼントの

顔を見せてくれました。

☆株式会社安川電機
☆株式会社スターフライヤー
☆株式会社ゼンリン
☆第一交通産業株式会社
☆ＴＯＴＯ株式会社
☆北九州市老人クラブ連合会
☆小倉北区役所職員有志
☆小倉北区ボランティア

※土日祝日は閉館

袋詰めなどの事前の準備、また、
当日の運営にご協力いただいた市
民センター職員や子育てサポータ
ー、民生委員や福祉協力員、北九
大の学生の皆様のおかげで、子ど
もたちに楽しいクリスマスの思い
出を届けることができました。
また、事業にご賛同いただき、
素敵なクリスマスプレゼントをご
提供いただきました企業・団体様
本当にありがとうございました。

（応募資格） 北九州市内在住で、令和４年４月１日現在
60才以上の方

3 10

周望学舎・穴生学舎研修生募集

12

3

北九州市立年長者研修大学校

.

には深く感謝申し上げます。

ご協力
ありがとう
ございました

子どもたちの笑顔にサンタさんたちも
元気をもらいました
クリスマスプレゼントをどうぞ
学生サンタさんが色々なゲームで
盛り上げてくれました

令和 ４ 年１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
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第 46 号
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）

あけましておめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願いいたします

シルバーひまわりサービス ボランティア募集！
北九州市社会福祉協議 運転ボランティア
会では、公共交通機関等 【資格】
を利用して外出することが • 75 歳以下
困難な高齢者の通院をは • 福祉有償運送運転者
研修の受講が必要
じめとする日常的な外出を
（二種免許取得者免除）
支援し、在宅福祉の充実
を図るシルバーひまわりサ 【体験談】
色々な方との出会い
ービスを行っています。
がとても良いです。
この送迎サービスはボラ
利用者からもボラン
ンティアの方々が無償でそ
ティア仲間からも元
気をもらっています。
れぞれ時間を調整してご協
力いただいています。
ボランティアを希望する方は体験乗車をおすす
めしています。まずはボランティアセンターへお
気軽にお問い合わせください。

◆◆◆ 福祉有償運送運転者協力者研修 ◆◆◆
福祉有償運送とは
高齢や障害などの理由で公共交通機関の利用が難しい方を対象に自家用
車や福祉車両を利用して行っている非営利の移送サービスをいいます。
シルバーひまわりサービスの運転ボランティアはこの研修の受講が必要
です。
参加対象者
福祉有償運送実施団体の運転協力者となることを希望する方等。
（但し、
第一種運転免許を有し、かつ、その効力が過去２年以内において停止され
ていない者であって、免許取得から３年以上の実車経験がある者）
日

時

会

場

受講料
定 員
問合せ

福祉車両：令和４年２月 26 日（土）9：15 ～ 18：25
セダン型：令和４年２月 27 日（日）9：15 ～ 11：45
福祉車両：北九州市立玄海青年の家（若松区大字竹並 126-2）
セダン型：ウェルとばた（戸畑区汐井町 1-6）
市内福祉有償運送実施団体登録者（予定者含む）1,000 円
上記以外 7,000 円
30 名
北九州市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター研修課

TEL：093-881-6321

同乗ボランティア

【資格】

・18 歳以上の方なら
どなたでも
【体験談】
色々な場所に行って
刺激を受けていま
す。
新しい人 達との出
会いが脳を活性化
し、 アンチエイジ
ングに 繋 がってい
ます！！女性の方も
参加しやすいです
よ！！
※撮影用にマスクを外して
います

おめでとうございます

北九州市社会福祉協議会
会長表彰 受賞
永年にわたり献身的に
送迎ボランティアを続け
られた功績により、北九
州市社会福祉協議会会長
より表彰状および感謝状
が送られました。

中村 廣行
夏川 文高
大隈 博之
吉村 一豊
（敬称略・順不同）

FAX：093-881-6306

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

【6】第 166 号

令和 ４ 年１月 15 日

桜丘小学校で福祉体験学習を実施しました
桜丘小学校で福祉体験学習を実施しまし
た
社会福祉協議会は小学校と連携し、次世代を担う子どもたちに福祉への理解と参加を促し、福祉
のこころを育むことを目的として福祉体験学習を行っています。
12 月 3 日に実施した桜丘小学校では北九州市立点字図書館の福島先生と小関先生に視覚障害のあ
る方の普段の生活や、点字についての話をきき、福岡県地域介護実習・普及センターの鶴田先生か
らはアイマスク体験と介助のポイントについて学びました。
「ガイドヘルパーに
児童たちからは「盲導犬が背負っているリュックには何が入っているの？」
なるにはどんな勉強をすれ
ばいいの？」など沢山の質
問があり、先生からの丁寧
な回答がありました。
「困っている人を見たら優
しい心、思いやりの心をも
って『大丈夫ですか？』と
声をかけて欲しい。人の気
持ちを思いやって生きてく
れたら良い世の中になりま
す」との福島先生の言葉が
アイマスク・介助体験
点字について
視覚障害について
心に残りました。
●●●●

介護支援ボランティアをしませんか

●●●●

介護支援ボランティア事業とは
65 歳以上の方が特別養護老人ホームなどの介護保険施設等でボランティア活動を行った場合
にポイントを付与し、貯まったポイントを換金又は寄付することができる事業です。

活動の流れ
研修を
受講

次回研修
問合せ

ボランティア
登録

施設へ
申込み

ボランティア
活動

詳しくはこちら→
ポイントの
換金or寄付

日時：２月 16 日（水）14 時～ 16 時
場所：八幡東区社会福祉センター３階研修室
（八幡東区西丸山町 2-1）
北九州市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター

TEL：093-881-6500

介護支援ボランティア登録研修風景

使用済み切手、書き損じはがき、プルタブを集めています！
北九州シニアライオン
ズクラブ他協力者一同
多くの方に声掛けを
し、沢山のプルタブ・
使用済み切手を寄付し
てくださいました。

ボランティア・市民活動センター（小倉北区役所
東棟３階）へお持ちください。

ご協力ありがとうございます
ご協力ありがとう
ございます
○住田朱実
○新谷弘子
○倉田彩音
○田渕 正 ○大槻博子
○福西博子
○濱崎伸子
○森戸由美子 ○三原弘視 ○植村眞佐子
○宇野多美子 ○魚澄はるな ○白石桂子
○小倉北区匿名
○南丘団地第二町内会
○北九体操ひまわりの会
○三郎丸小学校
○小倉北保護区保護司会 ○薫会北九州シティホーム
○第一生命保険㈱
○㈱天満屋九州支店
○九州電力送配電㈱小倉配電事業所
○共済組合年金給付係 ○北九州市小倉北区選挙管理委員会 （敬称略・順不同）
いただきました使用済み切手、プルタブは換金し、地域福祉を推進する
ために役立てられています。

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。

