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平成26年10月15日

みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり
毎年、10月１日から12月31日までの３ヶ月
間、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が
展開されています。
小倉南区でも、福岡県共同募金会小倉南区
支会を中心に、自治総連合会・民生委員児童
委員協議会・連合婦人会をはじめ、企業・学
校など多くの方々からあたたかい気持ちが募
金として寄せられています。
小倉南区社会福祉協議会では、ふれあい
ネットワーク活動などを通じて、地域で暮ら
すだれもが安心して、生き生きと生活できる
ように、募金を有効に活用した福祉でまちづ
くりを推進しています。

昨年度、小倉南区でみなさまからお寄せいただきました募金

共同募金啓発活動の取り組み
小倉南区社会福祉協議会では、10 月 26
日（日曜日）、「モール大通り音楽祭」（ＪＲ
下曽根駅南口）で、共同募金の街頭啓発活
動をおこないます。
この取り組みは、校区社会福祉協議会が
中心となって、ウェルクラブに参加してい
る子どもたちと一緒に、社会福祉協議会の
活動と共同募金運動のＰＲに取り組むもの
です。会場で見かけたら、声をかけてくだ
さい。
プチボザウルスの『ぬり絵体験コー
ナー』、ペーパークラフト・グッズ販売も
あります。

の総額は、12,976,787 円でした。
■一般募金 8,524,554 円
・区内の地域福祉活動やランドセルカバー（新入学児童）贈呈、
年長者・障害 ( 児 ) 者作品展、ふれあい交流事業、広報紙、団
体助成金、県内の民間福祉施設などに使われます。
■歳末たすけあい募金 4,452,233 円
・地域での高齢者サロン活動、年末年始交流事業、
買い物弱者支援、子育て支援活動等
・歳末施設見舞金などにも使われています。

本年も、みなさまのあたたかいご協力をお願いします。
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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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次世代地

域福祉活動者育成 事 業
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今年の夏も子ども達の福祉活動『ウェルクラブ』
が始まりました。
この『ウェルクラブ』は校 ( 地 ) 区社協活動のひと
つで、地域の宝である子どもたちに、見守り・助け
合い・話し合いの３つのしくみからなる “ ふれあい
ネットワーク活動 ” などを体験してもらい、次世代
の活動者を育てると同時に、保護者等も加わった地
域住民主体の福祉の風土づくりを図るものです。
小倉南区では７つの校 ( 地 ) 区社協でウェルクラブ
活動を行っています。
★合馬校区では、地域の高齢者のお宅に訪問しお花
をプレゼントします。
★朽網校区では、敬老会や地域の行事に手作りの神
輿で参加したり、施設の高齢者と交流します。
★曽根東校区では、高齢者へのお弁当くばり・風船
バレーボールや共同募金の街頭啓発活動をします。

★曽根校区では、地域の方と一緒にバザーに参加し
たり、共同募金の街頭啓発活動をします。
★徳力校区では、餅つきで地域の方と交流し、見守
り世帯や介護福祉施設にお餅を配布します。
★山本・道原地区では、すがお小の全児童がウェル
クラブ員となり、地域の行事に参加します。
それぞれ地域の特色を活かした活動をしています。
こ の『 ウ ェ ル ク ラ
ブ』活動を通して子ど
もたちに地域とのつな
がりや支え合いの心を
育んでもらいたいと思
曽根東校区ウェルクラブ活動風景
います。
プチボザウルスのＴシャツを着た子どもたちを見
かけたら、応援をお願いします。
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８月 23 日
（土）
に開催された
『まつりみなみ』
にて健康マイレージの PR をしました。プログラムの一つであ
る
「総踊り」
を対象事業としてポイントシールを配付しました。みなさん暑さに負けず熱心に踊っていました。
健康マイレージ対象事業登録はまだまだ受付中です！健康に関するイベント・クラブ・健康講座など健康
に関する事業が登録できます。
『健康マイレージ』とは
北九州市内にお住まいの 40 歳以上の
方を対象に、健康づくり事業に参加し
てポイントシールを集めて景品と交換
することができます。

10 月１日から景品応募が始まりました。≪もう一度応募ハガキをご確認ください≫
①健康診査受診日を１つ以上記入していますか？
② H26 年分のポイントシールを５または 10 の欄まで貼っていますか？
③景品番号・住所・氏名など必要事項を記入していますか。
＊応募方法：切手を貼らずに直接ポストへ、または小倉南区社会福祉協議会の応募箱へ
＊応募締切：平成２7 年３月５日（当日消印有効）

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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第７回ボランティアフェスタ
去る７月６日（日）
、第７回ボランティアフェスタが小倉南生涯学習センター大ホールにて、開催されました。
当日はあいにくの雨模様だったにも関わらず、たくさんの方がお見えになってくださり、大盛況のうちに終了い
たしました。お足もとが悪い中、わざわざお越しいただいた皆様には、ここで改めてお礼申し上げます。ありが
とうございました。
来年も開催予定しております。お楽しみに♪

劇団プチボ↑

旭ヶ丘こども太鼓クラブ↑

影絵 NAGAO →

登録しませんか？
介護支援ボランティア
介護保険施設等でのボランティア活動

↑歌え門一座

←天の賛美隊

引っ越しました
ボランティア・市民活動センターは
来年２月末まで、小倉南区役所２階の

でポイントが貯まります。研修を受けて

北側階段右手奥へ移転しております。

からの登録となります。詳しくはボラン

ご来所の際はお気を付け下さい。

ティア・市民活動センターまで。
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年長者・障害者作品展への
ご参加ありがとうございました

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。
６月７日から９月５日までにご寄付されました
方々です。厚くお礼申し上げます。
（敬称略）

９月２日〜６日に小倉南生涯学習センターで作品
展がありました。個人９名、15 団体、14 施設の方々
に作品を出展していただきました。また、910 名の
方にご来場いただき心和む時間を過ごしていただき
ました。

香典返し寄付

〔（

）内は故人名です。〕

作品に感動して元気

山口

憲一（妻

房子）

道原

をもらって帰られる方

宮﨑

和子（夫

武臣）

若園四丁目

もいました。

日出文）

田原三丁目

明石美起枝（夫
㈲伊﨑建設（代表

多くの方のご参加あ
りがとうございました。

伊﨑忠治） 石田町

作本ヨシ子（夫

亘）

南方三丁目

大石

栄子（夫

見男）

葉山町二丁目

川﨑

康之（父

松雄）

徳吉南一丁目

田畑

秀子（夫

浩司）

上貫三丁目

ご来場ありがとうございました
今年も、まつりみなみ 2014 で、チャリティー
ビアガーデンが開催されました。

篤志寄付

連日の雨で天候が心配されましたが、この日だけ

有限会社渡邊山水園
（会社の皆さまからのお気持ち）

晴れ間が広がり絶好の

小倉南区連合婦人会
（第 25 回うたと民謡まつり収益の一部）

りました。

ビアガーデン日和とな
多くの方においでい

津田新町おしゃべり広場
（津田新町公民館まつりでのバザーの収益の一部）

ただき、チャリティー
にご協力をしていただ
きました。ありがとう

葛原校区社会福祉協議会
（葛原校区春まつりバザー収益の寄付）

ございました。
チャリティー募金は地域

□◆□お知らせ□◆□

福祉のために大切に活用さ

〜小倉南区社協事務所が移転しました〜
小倉南区役所本館の耐震工事に伴い、事務所が移
転しました。
期間：平成 26 年 9 月 1 日〜
平成 27 年 2 月 28 日（予定）
場所：小倉南区役所本館４階（ケアマネルーム横）

参加いただきました方々に
心より感謝申し上げます。

◎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︒
☎０９３ ９‑５１ ５‑３８９

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

せて頂きます。まつりにご
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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。

