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共同募金

みんなが安心して暮らせる
支え合いのまちづくり
ふれあいネットワーク活動の充実強化
◇ きめ細かな見守りの仕組みをつくり、安心して暮らせるまちづくりを進めましょう! ◇
平成5年度から取り組みをはじめた「ふれあいネットワーク活動」も、22年目を迎えました。
地域住民が主体となり「自分たちの地域の福祉課題は自分たちで解決する」という熱意をもって、
福祉のまちづくりを推進しています。
社会福祉協議会は、地域の住民が健康で明るい暮らしをおくるために、住民が主体となり地域福
祉活動に取り組む団体です。その活動には、毎年10月から始まる「赤い羽根共同募金」をはじめ賛
助会費•香典返し寄付金や8月の「まつりみなみ」等、小倉南区で開催されるイベントでの収益、3
月•11月に行われる「チャリティーゴルフ大会」など、住民一人ひとりからのあたたかい善意によっ
て支えられています。
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◆北九州市では、自力又は同居する家族などの支援で避難すること
が困難な高齢者や障害者の方などを事前に把握し、避難行動要支
援者名簿を作成するとともに、平常時からその情報を地域に提供
することで、災害時における避難支援の仕組みづくりを促進して
います。
◆避難行動要支援者とは、高齢者や障害者のうち、災害が発生した
場合に自力で避難することが困難であり、円滑かつ迅速な避難の
確保を図るため、特に支援を要する方のことです。
◆災害の被害を軽減するため、地域の皆さま方のご協力をよろしく
お願いします。
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小倉南区役所総務企画課
小倉南消防署予防課

あなたは 災害時の避難場所
連絡先を知っていますか？
大雨や真夜中でも行けますか？

☎９５１- ４１１１
☎９５１- ０１１９

ウェルクラブ世帯訪問活動
（朽網ウェルクラブ）

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、
「だれもが安心
して暮らせる支え合
いのまちづくり」を
進める社会福祉協議
会の活動をイメージ
しています。

この広報紙や社協の事業は、共同募金配分金が活かされています。
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北九州市小倉南区社会福祉協議会
長

築

別

邦

博

北九州市では健康への習慣づくりと関心を高めて
いただくため、
『健康マイレージ』を実施しています。
各種健康診査
（職場の健康診断を含む）
を受診(必須)
し、市や区、地域で実施する健康づくり教室やイベ
ントなどに参加して、ポイントシールを集めましょ
う！集めたポイントに応じて景品と交換できます。
（応募はおひとり様、年１回です）
ポイントシール配付期間：平成２７年３月５日まで
景品応募受付期間：平成２６年１０月１日〜
平成２７年３月５日
【小倉南区社会福祉協議会にてポイントカード・
事業登録票・対象事業一覧表を配付しています。
】
問い合わせ先＊北九州市社会福祉協議会
生活福祉課 電話 ８７３−１２９６
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平成 26 年度
健康マイレージ実施中！

下向
宇野
土井
羽藤
永津

７月１日付で小倉南区社会福祉協議会会長に就任しま
した 築別 邦博 でございます。
区民の皆様には、日頃から社会福祉協議会の諸活動に
深いご理解とご支援を頂き、誠にありがとうございます。
昨今、少子高齢化が進み、一人暮らし高齢者や高齢者
世帯の増加、又地域社会の連帯感の希薄化さなど、深刻
な問題が取りざたされている中、社会福祉協議会の基本
事業である「ふれあいネットワーク活動」の重要性が増々
問われています。
これからも校（地）区社協をはじめ、住民の皆さんの
主体的な地域福祉活動により、
「みんなが安心して暮ら
せる支え合いのまちづくり」を目指し、行政や福祉関係
機関・団体等のみなさまと連携を更に深めながら積極的
に「福祉でまちづくり」に向けて、取り組んで参ります。
今まで同様、本会へのご理解とご支援をお願いいたし
まして、就任のご挨拶といたします。

廣瀬 敏夫︵学 識 経 験 者︶
藤井 英和︵保 育 所 連 盟︶
和田 洋一︵ 子ども会育成協議会︶
池田 満次︵ 老人クラブ連合会︶
安部 昌子︵ ボランティア代表︶
川﨑 修一︵保 護 司 会︶
森
照男︵田 原 校 区︶
安江
信︵長 尾 校 区︶
笹月 二男︵守 恒 校 区︶
小田 一弘︵葛 原 校 区︶
西田 稔夫︵ 養護施設協議会︶
〃
古澤
玲︵小倉南区役所︶
問
西滝 玲子︵連 合 婦 人 会︶ 顧
〃
萩原 正之︵ 民生委員児童委員︶
〃
三郎丸正熙︵自治総連合会︶
事
築別 邦博︵若 園 校 区︶ 監

会

役員の任期は、平成26年
7 月 1 日 か ら 平 成28年
6 月30日までの２年間です。
（
）は選出母体です。
【敬称略】

福祉協力員って何 ??
社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域の中で
安心して暮らせるよう、住民自ら、地域の中で支援を
必要としている人たちを見守り、支え合うための仕組
みづくりを進めています。この活動の中心となるのが、
住民ボランティアである『福祉協力員』です。
福祉協力員は、支援が必要な高齢者や障害者等を訪問
し、声掛けや見守りなどを行っています。小倉南区では
27 の校 ( 地 ) 区社会福祉協議会があり、約 1,200 名の
福祉協力員がそれぞれの地域で福祉活動をしています。
地域ではまだまだ多くの方が福祉協力員の手助けを
必要としています。
興味のある方は小倉南区社会福祉協議会までお問い
合わせください。
お問い合わせ先：小倉南区社会福祉協議会
電話 ９５１−５３８８
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みんなが出来るボランティア
「ボランティア活動がしてみたい」
と思っても、どこでどう活動して良いかわからない…そんな声をよく聞きます。
そこで、どなたでもチャレンジできるボランティア活動をご紹介します。

外出・行事支援ボランティア

送迎ボランティア

収集ボランティア

高齢者施設・デイサービスなど
で行われている外出プログラム
や行事（運動会など）に、ご利
用者の方の見守りや車いす補助
として一緒に参加する活動で
す。おじいちゃん・おばあちゃ
んとの楽しいおしゃべりや、こ
れを機に色々なところへ行ける
ので、ひそかに人気のある活動
です。

65歳以上の外出困難な方のた
めの送迎サービスで、活動内容
は、送迎車の運転・ご利用者の
方の乗降時の見守りなどです。

小倉南区ボランティア・市民活
動センターでは、プルタブ・使
用済みインクカートリッジ・古
切手などを集めています。これ
らで集まった収益は小倉南区の
「福祉でまちづくり事業」に役
立てております。

他にもさまざまなボランティア活動がありますが、まずは身近で気軽に、無理なく出来ることから始めてみて
はいかがでしょうか？活動希望の方は、いつでもボランティア・市民活動センターまでご連絡ください♪
（TEL ９５１ー５２２０）

☆ご来場ありがとうございました☆
去る７月６日
（日）
、小倉南生涯学習センターにて

̮ం̳̥́ȉ

高齢者いきがい活動ステーション

第６回ボランティアフェスタが開催されました。

ボランティア•市民活動センターには、専用

今年はレギュラー出演のふくし劇団プチボ・歌え門

のパソコンを設置しております。

一座に加え、影絵やこども太鼓、普段は聞く機会の

ご興味のある方は、誰でも

少ないゴスペルのボランティアグループの出演もあ

自由に閲覧出来ますので、

りましたが、楽しんでいただけましたでしょうか？

ぜひ一度窓口までお越しく

次号、詳しくお伝えいたします。

ださい。
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◇◆◇◆◇お知らせ◆◇◆◇◆

福祉への想いありがとう
皆さまからの社会福祉への温かな想いは、「福祉
でまちづくり！」に活かします。

ॳٷকজॸॕشঅ॔फ़ॹشথ৫ಈ

今年もまつりみなみ 2014 で「チャリ
３月６日から６月６日までにご寄付されました ティービアガーデン」を開催します。売
上の一部は、社会福祉協議会のふれあい
方々です。厚くお礼申し上げます。
（敬称略）
ネットワーク活動を中心とした「福祉で
〔（ ）内は故人名です。〕 まちづくり」に活用させていただきます。
香典返し寄付
夏祭りを楽しんで、ちょっとだけチャリティー募
河内 フミエ（夫 頼男） 大字道原
金をしてみませんか？
中島 敏夫 （妻 美智子） 星和台一丁目
【日 時】平成 26 年８月 23 日（土）16:00 〜
馬塲 正治 （母 小夜子） 葛原二丁目
【会 場】志井公園
大捕 真江 （夫 八州男） 長行東二丁目
【価 額】ビール（おつまみ付）500 円
篤志寄付
ノンアルコールビール（おつまみ付）300 円
ジュース（お菓子付）250 円
株式会社北九州銀行守恒支店
【問合先】小倉南区社会福祉協議会
（行員の皆様からのお気持ち）
TEL ０９３−９５１−５３８８
山寺川をきれいにする会・山寺川ホタルを育てる会
もりつね徳力音楽祭実行委員会
（募金活動と関係者の皆さまからのお気持ち）
ٷফশ؞૩قుكષனعષ൳ૐع
匿名（団体）１件
【期 間】平成 26 年９月２日（火）〜６日（土）
匿名（個人）２件
【会 場】小倉南生涯学習センター２Ｆ 展示コーナー
【対 象】区内在住の 65 歳以上の方
または障害者手帳をお持ちの方
【作 品】絵画・書・手工芸品などで
一人につき１作品（生き物以外の物）
【申込み】８月 12 日（火）までにお電話で
【申込先】小倉南区社会福祉協議会

TEL ０９３−９５１−５３８８

（北九州銀行守恒支店
中司支店長(左側)）

〜よろしくお願いします〜

≪たくさんのご応募お待ちしております。≫

ٷ૩قుكऴोँःং५ঁॖॡ

区内在住の障害（児）者と地域福祉活動者との
小倉南区社会福祉協議会に新しい
「ふれあい事業」の日程が決まりました！
職員が加わりました。
どうぞよろしくお願いいたします。

松永 浩美（まつながひろみ）

詳細は８月 15 日号の市政だよりに
掲載予定です！お楽しみに★
☎０９３ ９‑５１ ５‑３８９
＊休所日︵７月〜９月︶
８月 日

一人で悩まずお気軽にご相談ください︒

◎連絡先
✿小倉南区社会福祉協議会
電話 ０９３ ９‑５１ ５‑３８８

小倉南区役所

時】10 月 18 日（土）終日

14

◎一般相談︵無料︶
︻場所︼小倉南生涯学習センター
︻日時︼毎週木曜日
時〜 時
ただし︑祭日︑センター休
館日にあたる日は︑休所と
なります︒
︻受付方法︼ 随時お越し下さい︒
※電話相談もできます︒

高齢者地域交流支援
健康マイレージ事業

【日

13
16

この広報紙や社協の事業は、共同募金配分金が活かされています。

