みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり

共同募金

〜さまざまなふれあい・支えあいの取り組みによる こころのつながりを求めて〜
社会福祉協議会は、
『 みんなが安心して暮らせ
る支え合いのまちづくり』を基本理念として、地域
の住民が健康で明るい暮らしを送るために、住民
が主体となり地域福祉活動に取り組む団体です。
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２８年目を迎え、地域住民が
主体となり、
「 地域の福祉課題は自分たちで解決
する」という熱意で、福祉のまちづくりを推進して
います。

☆サロン事業☆

◇３つの重点項目◇
１ サロン事業（地域の子育て〜高齢者）
２ ウェルクラブ活動（子どもたちの福祉活動）
３ 校（地）区単位の小地域福祉活動計画づくり
（中・長期の地域ぐるみの活動計画）

できる人が
できる事を
少しずつ・・・
プチ ボ ザ ウル ス

身 近 な 地 域 の 集 会 所 や いこ い の 家 を 活 用し
て、地域住民が気軽に立ち寄ってお話をしたり、
健康づくりに取り組める場所 サロン づくりを
参加者と活動者が一緒になって、その運営を行
います。

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・寄付等、地域住民
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。

☆ウェルクラブ活動☆
今 年も区 内 では、曽 根・朽 網・合 馬・山
本・道原・徳力・曽根東・東朽網の８つの校
（地）区社協で、小学校児童の参加する活
動が始まります。みなさん、あたたかい声
援をお送りください。

あなたとあなたの大切な人を守る ５つの行動目標【北九州市】

地 域 防 災 計 画 づく り

小地域福祉活動計画では、単年度では解決が難しかった地域の福祉
課題に対して、
５年後の目標（まちの夢・将来像）をみんなで立て、その
実現に向けて重点項目を整理し、段階的な取り組みを考えます。

︵企救丘校区社協︶

☆小地域福祉活動計画づくり☆

新型コロナウイルス感染症は、再び感染が拡大する恐れがあります。ウイルスとの長丁場の戦いに備えるため、
今後も一丸となって感染拡大予防のための取り組みを進めていく必要があります。
この５つの行動目標は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、みなさんのいのちと、大切な人のいのちを
守ります。
①外出するときはマスクの着用
②人との距離をしっかり確保
（できれば２メートル）
③こまめに手洗い

④発症した時のために、
自分の行動をしっかりと記録
⑤発熱等があるときは、
事前に電話をしてから病院に行く

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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地域支援
コーディネーター

わたしのまちの福祉協力員
皆さんの地域に福祉協力員の方がいることをご存じですか？
2025年には、団塊の世代が７５歳を超え、地域の高齢者の人口割合が４割近くにな
る地域が増えてきます。独り暮らしや高齢者世帯の方に「声掛け」や「見守り」をしな
がら「孤立」を防ぐためにさりげない目配り・心配りで活動をしてくれているのが、
社会福祉協議会の『福祉協力員』です。
☆福祉協力員はみなさんの地域から選出された地域のボランティアです☆☆

高齢者の集いの
場「 サ ロン 」を 支
援しています。

民生委員と一
緒に生活の中
の困りごとをい
ち早くみつけ関
係団体につなぎ
ます。

地域の役員・行
政 ・コ ー デ ィ
ネーターと会議
で解決のため
の話し合いをし
ます。

必 要 な情 報
を お 届 けし
ます。

『みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり』の実現に向け住民主体の『ふ
れあいネットワーク活動』に取り組んでいます。

区
東朽網校

高 齢 者 の 孤 立 防 止や 健
康維持のため地域で活動
して い る方 々を 支 援しま
す！
お気 軽にお声をおかけく
ださい。
担当：山口・細谷・木場
ＴＥＬ 951-1026

地域支援コーディネーター
新任紹介
住 み なれた地 域 で安 心
して楽しく暮らせるように
皆 様と一 緒に活 動してい
きたいと思います。
（木場）
担当地区
葛原・吉田
高蔵・沼
湯川・志井
企救丘
広徳・徳力
です。

〜地域の福祉協力員活動のご紹介〜

お弁当と一緒にこんにちは
東朽網校区では、福祉協力員の活動として、民生委員
と一緒に月に１度、高齢者を対象に『ふれあい昼食会』を
開催しています。
毎回福祉協力員が、地元産の食材を使い、栄養バラン
スを考えて、季節に合わせた手作り料理を作っています。
最近は新型コロナウィルス感染症の影響で
開催できなかったので、電話をかけて声を聞
いたり、家の様子を気にかけたりと「見守り活
動」を重視してきました。
そんな中、
「 昼食会はいつなの？」
「 楽しみにし
ているよ！」と開催を心待ちにしている声が多
かったので、今回はお手紙を添えたお弁当を配
り対象者の皆さんにとても喜んで頂けました。

田原校

区

お手紙と花束で笑顔を届けます
田原校区では、独り暮らしの高齢者を対象にお
花見会、昼食会を開催しています。
今回の活動自粛でお花見会が中止となったた
め、高齢者の見守り活動をどうするのか、思案し
ました。さりげない見守り活動のほかに、電話を
かけたり、校区で作成したお手紙
（担当福祉協力員、連絡先を記入し
たもの）を対象者ポストに投函し
たり、お誕生月の方にはささやか
な花束を贈りました。喜んでもらえ
ることで福祉協力員も嬉しくなり、
元気な様子に安心することができ
ました。
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「介護支援ボランティア」をご存知ですか？
北九州市では、ボランティアご本人
の健康維持と介護予防、生きがいづく
り、施設等との地域のつながりを深め
ることを目的として「介護支援ボラン
ティア事業」を実施しています。
みなさんもボランティア活動で新し
い出会いをしてみませんか？
笑顔があふれるボランティア
笑顔まんかいポイントを集めよう！
！
活動を行った場合に付与されたポ
イントは、換金又は寄付することがで
きます。
♥活動例
・入所者の話し相手
・食事介助の補助（お茶だし、配膳など）
・サービス利用者が利用する場所の
掃除や衣類整理の補助
・散歩、館内移動、送迎の補助等

活動の流れ

研修を
受けよう
◇毎月実施

ボランティア
活動

◇手帳を
交付します

◇あなたの元気が
支えです

施設等へ
申込み

ポイント
換金

◇自分にあった
活動を

◇寄付すること
もできます

≪ご案内≫
介護支援ボランティア研修を下記のとおり開催します。
日時：8月７日（金） 14:0０〜16:００
場所：小倉南生涯学習センター ２階 特別会議室
♡受講後緑色の「介護保険被保険者証」をご持参の方はすぐに登録できま
す。お申込み・お問い合わせは当センターまで。
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況などによっては延期・中止となる
ことがあります。

シルバーひまわりサービス送迎
(運転)ボランティア募集！
！
外出困難な
高 齢 者に対し
て、通院や買い
物等での送迎
サービスを、ボ
ランティアの協
力により行って
います。
●車の運転が好きで地域貢献したい方
●休みや空いた時間を活かしたい方
●定年後にできることを探している方

ボランティア
登録

あなたのできることを地域で活かしてみませんか

「手話ダンスYOU＆I」
代表の
三浦眞紀子さんより
手作りマスクの寄付をいただきました
コロナウイルス感染症の
影響でボランティア活動が
ままならず、外出自粛のな
かマスクを作成されたそう
です。
小倉南区社協と北九州市
役所に100枚以上の寄付を
していただきました。社 協
に寄付していただいたマス
クは地域包括支援センターにもお届けしました。
ありがとうございました。
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福祉への想い
ありがとう！

〜福祉のまちづくりのために〜

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。
３月１７日から５月２８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）

篤志寄付
中津 久美子
企救丘校区まちづくり協議会

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

仕事や借金、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）

高齢者見守りサポーター
派遣事業

《

ご家族が外出したい時などにサポーターが
高齢者の見守りや話し相手をします
（食事・トイレの介助はできません）

》

利用対象者 ・認知症などにより見守りが必要な
高齢者を在宅で介護している家族
・一人暮らしで認知症などにより
見守りが必要な高齢者

小倉南区社会福祉協議会では、地域住民が主
体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。
会員の皆さまからご協力いただいた会費は、
校(地)区社協における『ふれあいネットワーク活
動』
（ 見守り・助け合い活動）を中心とした、小地
域福祉活動に活かされています。
■個人会員
一口 １，
０００円〜
■法人・団体会員
一口 １０，
０００円〜
（社会福祉に関係ある
団体等）

子どもや 高 齢
者・障 害 者 など地
域に住んでいるみ
んなが安心して暮
らせる支え合いの
まちづくりに活か
されるんだね。

賛助会費は振込ができます。ご希望の方は、手数料のかか
らない振込用紙を送付いたします。

年長者・障害(児)者作品展
中止のお知らせ
９月に小倉南生涯学習センターで開催する予
定でしたが、新型コロナウイルスの影響で、
こと
しは中止とさせていただきます。何卒、ご理解
のほどお願いいたします。

☆小倉南区社協の新職員紹介☆
事務所長の米原です。
コロナウイルスの沈静化を
切に望んでいます。

仲山です。
お気軽にお声かけください。

利 用 料 金 ・1時間30分あたり 500円
・サポーターの交通費実費
申 し 込 み ・各地域包活支援センターへ
（事前の訪問調査・登録が必要です）
《問い合わせ》
北九州市社会福祉協議会 生活福祉課
TEL 873-1296

有本です。
新任ですが、よろしく
お願いします。

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。

