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新年あけましておめでとうございます
区民の皆様には、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。
旧年中は、小倉南区社会福祉協議会事業の推進につき
まして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、昨年を振り返りますと、4月には市社会福祉協議
会と各区社会福祉協議会が法人統合し、一体となって事
業を推進する体制となりました。
また、新たに住民などの多様な主体が参加し、様々な
生活支援を行う取り組みにより、地域における支え合い
の体制作りを行う活動が始まったところです。
少子・高齢化を背景として、これまで社協が推進してき
たふ れ あ い ネットワークや 新たな生 活 支 援 の 取り組 み
は、今後ますます重要なものとなってまいります。

曽 根 ウェルクラ ブ 募 金
活 動︵ 月 ︶
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「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。
プチボザウルス

今後とも、社会福祉協議会は助け合い活動を通じ、地
域で支える体制を推進することにより、誰もが住み慣れ
た地域で安心して暮らすことができる支え合いのまちを
目指してまいります。
本年も皆様の変わらぬご支援ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
結びに、本年が皆様にとって健やかで幸多き年であり
ますようご祈念申し上げ、年頭の挨拶といたします。

令和２年

元旦

小倉南区社会福祉協議会
会長 築別 邦博

あなたのまちの民生委員・児童委員！
令和元年１２月１日、全国的に民生委員・児童委員が改選され、小倉南区
では２９０名の方々が、新たに３年間の活動を開始しました。
（世帯担当の民生委員・児童委員：２４６名、主任児童委員：４４名）
◆「民生委員・児童委員」は、地域を見守る、地域住民の
身近な相談相手です。
「主任児童委員」は、子どもや子育てに関する支援
を専門に担当します。
◆活動は、区内２４か所の市民センター単位に分かれ、
高齢者や障がいのある方などの日常的な見守り、子
どもたちへの声かけなどを行っています。
また、地域住民の一員として、地域のまちづくり協議会・自治連合会・校
（地）区社会福祉協議会の活動にも参画しています。
◆生活上の心配ごと、子どもや子育ての不安、医療や介護の悩みなど、さまざ
まな相談に応じます。その相談内容に応じて必要な支援が受けられるよ
う、地域の専門機関等へのつなぎ役になります。
ご相談をお待ちしています。

TOPICS

長崎県諫早市社協活動者を迎えて交流研修（11月）
貫校区社会福祉協議会（会長：片山恒雄）では、長崎県諫早市の活動者、
地区社協Ｇ２０のメンバーを迎え、交流研修を開催しました。
ふれあいネットワーク活動の基本活動（見守り・助け合い・話し合い）を
中心に熱心な意見交換が行われました。
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東谷地区
社協

買い物支援の
新しい取り組みが始まりました

東谷地区で、高齢者施設の協力により、高齢
者の方などの日常の買い物を支援するた
め、無償で店舗へ送迎する取り組みが始まり
ました。
バスの中でも話が
弾んで楽し〜♪

今日はよろしく
お願いしま〜す。
行ってきまーす。

井手浦地区で
モデル実施

11月29日 初めての買い物支援を実施
平尾台麓にある井手浦地区で、買い物移送サービスの
当日、参加者の方達は、棚田を囲む住宅から集合場所ま
で歩いてきます。みなさんウキウキいい笑顔です。
ご協力いただいた、
特別養護老人ホーム
美 咲ヶ丘（ 社 会 福 祉 法
人 敬寿会）の方にイン
タビュー！
バスの中が賑やかで、とても楽しそうで
した。
こんなに喜んでもらえるなんて、
と
てもやりがいがあります！

サンリブシティへ
♡友達同士で集まることも
少なくなっていたので、一
緒 に 買 い 物 に 行く機 会 が
出来てとっても嬉しい♪

買 い 物 終 わっ
てみんなで楽
しくおしゃべり

普段は自転車で2時間かけて買い物に行くという90歳近い
参加者も、この日はとびっきりの笑顔でソフトクリームをペロリ♪

東谷地区社会福祉協議会の方達が話し
合いを重ねて始まった生活支援の取り組
み。
これからもその輪は広がっていきます。

日常の交流 = つながる
様々な
サロンの
かたち

お茶のみ、おしゃべりなどの「つながり」がお互い気をかけあう関係へと変わり、
「 支えたり、支
えられたり」が行われるようになります。そういった日常の交流があった頃は、暮らしの中に当た
り前のように見守り・支え合いがありました。
でも今は、つながることを意識しないと交流が生まれにくいため、日常の交流の場としてのサ
ロンは、地域の方々の手で広げられ、大切に育まれています。

『えん』守恒校区

参加費200円 週1回
代表者の自宅を開放
活動自由、出入り自由

『稲穂の会』東谷地区
参加費200円 月1回
男性多数参加
おしゃべり、ゲーム

『おしゃべり広場』田原校区
参加費100円 月1回
お茶はセルフサービス
おしゃべり、
ウォーキング

『さくら会』貫校区

参加費400円 週2回
おしゃべり、ゲーム、小物作り

※市民センターで高齢者通所事業
と合わせて開催。
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今年度、小学校8校で、高齢者疑似・視覚障害・
車イス・点字体験学習、手話ダンス体験学習など
の福祉体験学習が行われました。
体験を通し、
「 目かくしで歩くのはこわい」
「車
いすで段差を超えるのは難しい」などの不自由
さを実感した子ども達が、自分達に何が出来る
かを考える事で、温かい 福祉のこころ が育っ
ています。

福祉体験学習協力団体

当センターでは、車いす・高齢者疑
似体験セット・点字盤の貸出し、学習
時の講師のご紹介などのご支援をい
たします。お気軽にご相談ください。

のぞいてみよう♪ボランティアの窓
☆津軽三味線愛好会☆

私達「津軽三味線愛好会」は、中学生
から８０代までの幅広い年代のメンバー
で、活動を始めてから２０年以上になり
ます。
日本の伝統芸能の民謡（津軽じょんが
ら節六段、東北地方や九州の民謡など）
を、太棹(ふとざお)の演奏を中心に、太
鼓と唄で演奏しています。老人ホームや介護施設、老人会などか
ら依頼があり、年間１２回
ほどの 活 動 を 行って い
ます。
現在、新メンバー募集
中です。ぜひ一緒に活動
しませんか！
！

高齢者疑似体験

・福岡県地域介護実習普及センター
・ヘルスケアホーム湯川 ・きふね病院
・高野みどりの里 ・九州メディカル
・総合福祉施設おきなの杜
・手話ダンスＹＯＵ＆Ｉ北九州
・点訳たんぽぽの会
〜ご協力ありがとうございました〜

視覚障害者疑似体験 車イス体験

福祉体験学習☆2019
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障害(児)者ふれあいバスハイク
開催しました！
日ごろ遠出や旅行が困難な障害者と
家族の、
リフレッシュと交流を目的とし
て毎年行っているふれあいバスハイク。
10月19日(土)に総勢７３名で、飯塚
市の嘉穂劇場と、福岡タワーに行って
きました。25名のボランティアの皆さ
ん、ありがとうございました。
歴史ある
芝居小屋、
嘉穂劇場。
衣装に着
替えて記
念撮影もし
ました！

リフトバス
は車イス
のまま乗り
降りがで
きます。

もうすぐ
ボランティア活動保険の
更新時期です
ボランティア活動保険は、ボランティア
活動中や往復途上のケガや事故のための
保険です。
・補償期間はご加入日翌日から年度末まで。
・現在加入の方で、来年度も引き続きボラ
ンティア活動を行う方は、
３月下旬より更
新手続きの受付を行います。
・今年度加入済みボランティア団体へは、
加入用紙を3月中旬以降に郵送します。
個人の方はボランティア・市民活動セン
ターでお渡しします。
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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
のまちづくり」
に活かします。
９月４日から１２月２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［（
中津 久美子（夫
安部 公子 （夫

）内は故人名です。］

良治） 中曽根東一丁目
陳夫） 春ヶ丘六丁目

篤志寄付
ゆうゆう壱番館（バザーの売り上げ）
一般社団法人 門司ゴルフ倶楽部
企救丘校区
親睦ゴルフ大会
もりつね徳力音楽祭
中島 文生
㈲渡邊山水園
ゆうゆう壱番館様（左）

健康マイレージ
応募締切迫る
締切：令和２年３月２日
（当日消印有効）
（６３円切手を貼って直接ポストに投函するか
各区社会福祉協議会及び各市民センター、
一部の地域交流センターの応募箱へ）
応募の前にもう一度ご確認ください！
！
①健康づくりの目標にチェック
②健康診断受診日の記入
③2019年度のポイントシールを８枚貼付
④景品番号・住所・氏名等の必要事項を記入
⑤全員景品はお一人様ひとつまで
お問い合わせ：北九州市社会福祉協議会
生活福祉課 ＴＥＬ８７３−１２９６

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
（直通）

消防団員の願いよ届け
小倉南消防団様より、住宅用火災警報器を５０台
寄附していただきました。
火災から逃げ遅れることがなくなるようにとの
願いを込めて、小倉南消防団員有志の方々が８月
のまつりみなみで飲料水を販売し、その収益で火
災警報器を購入しました。区内のひとり暮らしの高
齢者で未設置世帯に取付けられています。
住宅火災での高齢者の死者は増加しています。
消 防 団 員 の 願 い が 届 き 、火 災 による犠 牲 者 が い
な くなりま す よ
うに。
温かい思いを
ありが とうご ざ
いました。
左から 江本副団長、木村副団長、梛野団長
小倉南区社協築別会長、早﨑保健福祉担当部長

ご協力ありがとうございました。
１１月１８日(月)に門司ゴルフ倶楽部で第３６回小
倉南区チャリティーゴルフ大会が開催されました。
参加者及び募金協力者、協賛企業の皆さま、ご協
力ありがとうございました。
次回は、
３月９日(月)に小倉カンツリー倶楽部に
て開催を予定しております。
多くの皆さまのご参加と企業様
のご支援ご協力をお願い申し上げ
ます。
ご参加・ご支援などのお問い合
わせは、小倉南区社会福祉協議会
（951-5388）までお願いします。

北九州市立年長者研修大学校

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。
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。
申し込み 令和２年１月１５日（水）〜２月20日（木）
※土日祝日は閉館
（受講期間）令和２年４月〜令和３年3月
（受講料） 年間24,000円（半期ごと分割）
※別途教材費など必要
問い合わせ：周望学舎 小倉北区新高田二丁目29-1
TEL 591-2626 FAX 591-2629
穴生学舎 八幡西区鉄竜一丁目5-1
TEL 645-6688 FAX 645-6661
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