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平成27年１月15日

新年あけまして おめでとうございます
区民の皆さまには、新年を迎え、健やかにお過ごしのことと心からお慶び申し上げます。
平素から、小倉南区社会福祉協議会事業の推進につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお
礼申し上げます。
社会福祉協議会では、それぞれの地域に暮らす住民が主体となり、公私の福祉活動に携わる多くの
方々とお互いに協力しながら、「みんなが安心して暮らせる支え合いのまち」の実現を目指し、地域
社会の課題解決に向けた、福祉のまちづくりを推進しています。
今後とも、校(地)区社会福祉協議会をはじめとする、関係機関・団体との連携
を深め、区民の皆さまが地域の中核となり活動できるよう、平成５年度から取
り組みを始めた「ふれあいネットワーク活動」を中心事業と定め、多くの方々
と協働した積極的な活動を展開する所存です。
これからも、より一層のご支援ご協力を賜りますようお願いします。
平成27年 元旦
社会福祉法人 北九州市小倉南区社会福祉協議会
会 長 築 別 邦 博

小倉南区制 40 周年記念事業
◆平成26年11月29日（土曜日）◆
昭和49年に誕生した「小倉南区」の40周年を祝し、小倉
南区役所・区自治総連合会・区社会福祉協議会を中心とし
た、記念式典・講演会・祝賀会を開催しました。
記念式典では、小倉南区内で活動に取り組んでおられる
自治会、市民防災会、社会福祉協議会の福祉協力員や個人
ボランティアなど、94の団体・個人の方に表彰や感謝状が
贈られました。
続く講演会では「ゆとり・ユーモア・帰りは元気！」の
テーマでの講話があり、40周年の歩みを記録した記念誌が
配られました。
記念祝賀会は、会場を移動し小倉南区の歴史を編纂した
ＤＶＤの上映後、市民バンドの演奏を聴きながらの懇談
で盛会裏に終わりました。会場では、来たる50周年に向け
た、アピールも聞かれました。

40周年記念講演会（小倉南生涯学習センター）
「共同募金」ならびに「歳末たすけあい募金」にご協
力をいただき、まことにありがとう ございました。
社会福祉協議会の活動の多くは、共同募金と皆さまか
らの温かい寄付やチャリティーに支えられています。

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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10 月 18 日 ( 土 ) に当会主催の障害者 ･ 児ふれあ
いバスハイクを開催しました。
今年度は熊本方面にボランティアスタッフを含め
総勢 95 名で行きました。
当日は天候にも恵まれ、午前中は熊本城の下にあ
る城彩苑に行き、熊本の歴史文化体験施設や熊本の
土産物などを買物し、午後は水前寺公園の散策をし
ました。帰りには沢山のお土産を手に皆さん大満足
の旅行でした。ボラン
ティアの皆さま、あり
がとうございました。
来年も楽しい旅行を
企画しますので、沢山
の皆さまの参加をお待
ちしております。
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11 月 23 日 ( 日 )、穴生ドームで校 ( 地 ) 区社協
活動者交流会が開催されました。
当日は、市内全域の
26 校 ( 地 ) 区 社 協 活
動 者 等 約 230 名 が 集
合。小倉南区からは５
校 ( 地 ) 区社協６チー
ムが参加しました。
午前中は、校 ( 地 )
区社協によるふうせんバレーを通じた地域交流につ
いての事例発表があり、小倉南区は東谷地区による
高齢者サロンを通して高齢者と活動者の交流につい
て発表しました。午後からはふうせんバレーの試合
開始。楽しく身体を動かし、あちらこちらで笑い声
の絶えない試合になりました。健闘の結果、曽根東
校区ウェルクラブが４位に入賞しました！

〜じぶんの町を良くするしくみ〜

毎年、10 月〜 12 月まで赤い羽根共同募金運動を行います。
小倉南区社会福祉協議会では、ウェルクラブ活動の一環として子ども達と一緒に街頭募金活動を行いました。
徳力校区ウェルクラブは、10 月４日（土）徳力市民
センターの文化祭で、自分たちでついた餅の販売や街頭
募金活動をしました。
曽根・曽根東校区ウェルクラブは、10 月 26 日（日）
「モール大通り音楽祭」で、街頭募金活動に取り組みま
した。
みなさまからの募金は福岡県共同募金会小倉南区支会
が配分し、小倉南区内の福祉の増進に活かされます。
ඃႁࢷߊ;Ϳσ·ρή

பआȆபआࢷߊ;Ϳσ·ρή


பआࢷߊ;Ϳσ·ρή

ġ

ြષ̦̹̥͈̽̓͘ஜ̭́̽ͤͅʴ

ȡཡब̥̩̓̿ͤ͘ͅಯ ĢĢ ȡ

11 月８日（土）に曽根校区ウェルクラブが、曽根小学校で防災かま
どを作りました。このかまどは災害時の炊き出しの際に使用するもので
す。子ども達は、図面を見ながらブロックを積み上げ、なべとはがま
用の２種類を作成しました。炊き出し訓練などを通じて、防災に対す
る意識が高まることを期待しています。さらに防災時だけでなく、屋
外行事にも使用し、有効的な活用を図っていきたいと思っています。
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ご紹介します♪
あなたの町の身近なボランティア
今回は

長尾校区で活動しているボランティアのみなさんです。

平成十七年、長尾市民センターで個々に活動していた方々が集まり、
「長尾腕まくり隊」が発足したのを皮切り
に、現在では大きく６つのボランティアグループ（影絵 NAGAO、うりぼうボランティア、包丁研ぎボランティ
ア、ロングテール、ひまわり文庫図書ボランティア）が活動しています。
このほかにも、長尾小学校の児童の見守りを行う「生活安全パトロール」、花壇のお世話をする「道路サポー
ター」小学校での読み聞かせ活動を続けている「ホタル」など、地元密着型の活動を行っています。
〝こくらの郷〟納涼祭で大活躍！
︵腕まくり隊のみなさん︶

「うりぼうボランティア」と「長尾包丁研ぎボランティア」の二団体におきましては、11 月に行われた、小
倉南区制 40 周年記念式典にて小倉南区社会福祉協議会会長表彰を
させていただきました。
長尾校区だけにかかわらず、皆さんもお住まいの地域のボラン
ティア活動に参加すると、住み慣れた土地なのに意外な発見があっ
て「世界」が広がりますよ。ぜひ、お気軽にご参加ください。
また、この紙面でご紹介するボランティア団体・活動を募集し
ています。ご存知の方はボランティア・市民活動センターまでご
連絡ください。

送迎ボランティア講座を行いました
12月10日（水）、小倉南区内において活動
している、シルバーひまわりサービス登録ボ
ランティアを対象に行いました。
当日は、一般社団法人ＪＡＦの方を講師と
してお招きした安全運転講習と、ボランティ
ア意見交流会という内容で、40人を超えるボ
ランティアに参加していただきました。
これからも有意義と思っていただける講座
をしていきますので、ご興味のある方はぜ
ひ、ご参加をお待ちしております♪

ボランティア活動保険の更新時期が
近付いています
ボランティア活動（無償）専用の保険です。
補償期間が年度末までとなっていますので、現
在ご加入の方は、３月下旬に更新手続きの必要
があります。
平成27年度分の加入手続き
開始日など、お問い合わせは
ボランティア・市民活動
センター
（951‑5220）
まで。
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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。
９月６日から 12 月 18 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）

香典返し寄付

〔（

晴山 裕子（夫 英夫）
鶴原千代子（夫 征治）
河口 久榮（夫 征三）
髙田 ウタ（夫 善博）
坪根 廸子（夫 有成）
久留島慶子（夫 重治）
中村 幸治（父 勝弘）
匿名
１件

）内は故人名です。〕

星和台二丁目
横代北町二丁目
沼緑町一丁目
北方一丁目
城野三丁目
南方二丁目
北方一丁目

篤志寄付
もりつね徳力音楽祭実行委員会
（関係者皆さまからのお気持ち）
東谷フェスティバル実行委員会
（チャリティーの一部）
一般社団法人 門司ゴルフ倶楽部
（門司ゴルフ倶楽部開場 80 周年記念）
ＴＯＴＯ株式会社小倉第二工場
（リモデルフェアでの手作り陶器バザーの売上）
田畑 穂積
朽網西四丁目
松野 泰子
津田新町四丁目
匿名（個人）２件
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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。
楽しい雰囲気の中で仲間と一緒に学びませんか？
北九州市内在住の 60 歳以上の方なら、どなた
でも大歓迎です！
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
【受講期間】平成 27 年 4 月〜平成 28 年 3 月
基本的に週１回の通学。
午前 9 時 30 分〜午後 3 時
【受 講 料】年間 24,000 円（半期ごと分割納入）
別途 教材費などが必要
申し込み 平成 27 年２月２日 ( 月 ) 〜２月 20 日 ( 金 )
※土・日・祝日は閉館
【問い合せ先】
周望学舎 小倉北区新高田二丁目 29 −１
TEL 591−2626
穴生学舎 八幡西区鉄竜一丁目５―１
TEL 645−6688
健康マイレージ景品交換

応募締切迫る
締切：平成 27 年３月５日（当日消印有効）
（切手を貼らず直接ポストに投函するか、
各区社会福祉協議会の応募箱へ。
）
もう一度ご確認ください。

①健康診断受診日の記入。
② H26 年分のシールを４枚又は９枚貼付。
③景品番号・住所・氏名等の必要事項を記入。
④景品はお一人様ひとつまで。

一人で悩まずお気軽にご相談ください︒

小倉南区役所

◎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︒
︻休所日︼ １月１日
︻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

〜 TOTO ㈱森工場長様〜

◎連絡先
✿小倉南区社会福祉協議会
電話 ０９３ ９‑５１ ５‑３８８

〜門司ゴルフ倶楽部様〜

お問い合わせ：北九州市社会福祉協議会生活福祉課
☎０９３−８７３−１２９６
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