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地域支援コーディネーター
地域の見守り・助け合い活動などを
支援します！
サロンの立ち上げなどを支援します！

はやし

新任の林です。
地域の方に寄り添い、見守り、支え
合いを高めるための活動を支援で
きるようがんばります。
【担当校区】企救丘、志井、広徳、葛
原、
吉田、
沼、
高蔵、
曽根東

地域資源を増やす活動を支援します！
行政・関係機関につなぎます！
やまぐち

こんにちは、
山口です。
いつも地域の皆さんには温かく迎えていただ
いてありがとうございます。
これからも皆さ
んと一緒に活動していきます。
【担当校区】若園、城野、守恒、東谷、長行、合
馬、
山本、
道原、
長尾、
貫

あなたの町で

私たちは、
地域のことを知りたい
私たちに、
と思っています。
皆さんが日頃は意
地域のいい所
識していない
「地域のいい所」
が、
教えてください！
きっと沢山あると思います。
ぜひ！私たちコーディネーターに
教えてください。

ボランティアしてみませんか

ご近所の高齢者を見守りしてくれる

「福祉協力員」
を募集しています！
！
福祉協力員ってなにするの？
活動について、
福祉協力員の方にたずねてみました。

近所の高齢者の方に、
まずは笑顔でご挨拶！
いつもの散歩や買い物途中、
町内にちょっと目配りを。
高齢者のお家、電気
つけっぱなしになってない？
新聞は溜まってない？
校区の会議に
出席して、情報交換を
しましょう。

ほそや

新任の細谷です。
地域の方と共に支え合いや助け合
い活動の推進に取り組みます。
【担当校区】北方、横代、霧丘南、徳
力、
湯川、
曽根、
朽網、
田原、
東朽網

活動で分からない
事は、校区社協や
地域支援コーディ
ネーターへ相談を。
心配な事は、
民生委員・児童
委員や町内会長に
相談します。

⇩

行政や関係機関
につなぎます。

✿無理はしません。
できる時にできることを！
活動を楽しむことが一番です。

長尾校区社協 藤井 敬三さん
本町内の70歳以上の方の割合は33％です。
豊かな町づくりにはこの方々への福祉が大切
です。そこで私たちは一人暮らし高齢者の見守
りと情報交換をしたり、年3回のサロン活動で
は健康づくりと娯楽や茶話会をして、皆さんに
喜ばれています。
福祉協力員の活動
は、大変やりがいがある
と思います。
東朽網校区社協 飯田 洋子さん
先輩からのお誘いで福祉協力員になって
７年になります。
日頃の見守りのほか、
サロン
のお誘いにお宅を訪問し、話がはずむのも
楽しい時間です。
昼食会では
「みんな美味しかったよ。朝早
くから大変だったね」
と温 か い 声 をか け て
いただくと嬉しくてや
りがいを感じます。
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送迎ボランティア募集！
！
シルバーひまわりサービス
（送迎サービス）
ひとりで外出が困難な方で、周りに援助できる家族が
いない在宅の高齢者（要支援1・2、要介護1・2までの
方）の通院や買い物などに、ボランティアが社会福祉協
議会所有の福祉車両で送迎をするサービスです。
運 転 ボ ラン ティ
ア・同 乗 ボ ラ ン
ティアの２人１組
で活動します。

みなさんのお力をお貸しください！
「介護支援ボランティア」
を
ご存知ですか？
北九州市では、高齢者の健康維持と生きがい
づくりを目的とした「介護支援ボランティア事
業」を実施しています。
６５歳以上の方が介護保険施設などでボラン
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。研修を受けて登録すればすぐ
に始められます。
[活動例]・入所者の話し相手や衣類整理の補助
・散歩、館内移動、送迎の補助など
研修日時：11月13日(水)14時〜16時
会場：小倉南生涯学習センター ３階第一会議室

●運転ボランティア（75歳未満の方）
普通運転免許が必要です。別途研修を受けていただ
きます。
（ 資料代千円は自己負担となります。2種免許
をお持ちの方は、研修は不要です。）
●同乗ボランティア
資格・研修は不要です。乗車時間の記録や送迎車の
ドアの開閉など、運転ボランティアの補助として助手
席に同乗していただきます。
まずは一度、体験してみませんか。
●活動時間
活動回数・頻度は自由です。午前・午後のいずれか半
日単位で、月に1回など、
ご自分の都合のいい時間に活
動していただけます。
【送迎実施日】月曜日〜金曜日（祝日除く）
9時〜12時、13時〜17時

のぞいてみよう♪ボランティアの窓
「影絵NAGAO」
長尾市民センターを拠点にした
発足11年目を迎えるボランティア
グループです。約３００年前から長尾
校区に伝わる民話「孝子吉兵衛物
語」を題材とした影絵を、手作りの
台本・道具で公演しています。
市民センター、児童クラブ、高齢
者施設など、年間20〜30箇所で披
露しています。
影 絵 劇をとおして、地 域 の
歴史や文化を次世代に継承し
たいとの思いを持ち、高齢者
の仲間づくり、生きがいづくり
を目標に活動しています。
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福祉への想いありがとう！

賛助会員を募集しています！

皆さまからの社会福祉への温かな想いは、
「福
祉のまちづくり」
に活かします。
1月27日から6月11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）

小倉南区社会福祉協議会では、地域住民
が主役となった福祉のまちづくりにご賛同し
ていただける賛助会員を募集しています。

香典返し寄付［（ ）内は故人名です。］
池田 惠美子 （夫 旋 ）
徳力団地
松本 憲幸
（母 妙子）
葛原本町３丁目
中村 清治 （母 ハルヱ）
富士見２丁目
今村 龍子
（夫 昭雄）
葛原3丁目
菊浪 三美
（母 橋下美榮子）
蜷田若園
篤志寄付
北九州福祉社交ダンスの会
もりつね音楽事務局

年長者・障害(児)者作品展 作品募集

【展示期間】
令和元年９月３日(火)〜７日(土)
【会 場】
小倉南生涯学習センター２階展示コｰナｰ
【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。
生き物以外。
【申込み】
８月５日(月)まで
昨年の作品展の様子

チャリティービアガーデン
今年もまつりみなみ２０１９で
「チャリティービア
ガーデン」
を開催します。
収益は「福祉のまちづくり」に活用させていた
だきます。 ご協力をお願いいたします。

【日
【会
【金

時】 令和元年８月１７日(土)16：00〜
場】 志井公園
額】 ビール５００円、
ジュース２００円
ノンアルコールビール２００円

※前売り券の場合は、おつまみ又はお菓子付です。

◎お問い合せ 小倉南区社会福祉協議会
TEL ９５１−５３８８

☆小倉南区社協の新職員紹介☆
もろた

なるみ

はじめまして、諸田成美です。
お気軽にお声かけください。

◆ 個人会員 １口
１，
０００円〜
◆ 団体会員 １口 １０，
０００円〜
≪賛助会員とは？≫
社協活動に賛同していただける市民や団体の皆さ
まに会員になっていただき、地域福祉活動にご支援い
ただくものです。
賛助会費は、地域福祉活動の重要な財源となってい
ます。
「 みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづく
り」のためにご協力をお願いいたします。

健康マイレージ実施中
健康マイレージとは、北九州市在住又は北九州
市在勤の４０歳以上の方を対象に、健康づくりの目
標を決め２ケ月以上実践、
健康診査の受診、
健康づ
くりを実践しポイントシールを8枚ため応募し、景
品と交換することで健康づくりへの関心を高めて
もらう事業です。

☆実施期間
令和元年6月１日〜令和２年３月２日
☆健康診査対象期間
平成31年3月5日〜令和２年３月２日
☆ポイントシール配付期間
令和元年6月１日〜令和２年３月２日
☆景品応募受付期間
令和元年10月１日〜令和２年３月２日
≪お問い合せ≫
北九州市社会福祉協議会 生活福祉課
TEL８７３−１２９６ FAX８７３−１３５１

仕事や生活などの困りごとを
共に考え支援します

仕事

生活

お金

に関する
こと

に関する
こと

のやりくり

仕事借金、
家族関係など様々な理由で経済的に
お困りの方のご相談をお聞きし、各種関連機関と
連携しながら、共に考え、それぞれの状況に応じ
た支援を行います。
ご相談はお住まいの区の窓口へ
月〜金曜日8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)
いのちをつなぐネットワークコーナー
小倉南区役所２階 保健福祉課
TEL ９５１−1025

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。

