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みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり
〜

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、地域の住民が健康で明るい暮らしをおくるために、住民が主体となり地域福
祉活動に取り組む団体です。その活動には、赤い羽根共同募金をはじめ、賛助会費・香典返し寄付金、
まつりみなみ等、小倉南区で開催されるイベントでの収益やチャリティーゴルフ大会など、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。
これからも、『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、４つの基
本目標を掲げて事業にとりくんでまいります。
基本目標 Ⅰ「みんなで福祉の風土を広げよう」
基本目標 Ⅱ「みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう」
基本目標 Ⅲ「関係機関・団体が手を結び、福祉のネットワークをつくろう」
基本目標 Ⅳ「一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう」
社会福祉協議会では、小地域福祉活動をさらに充実させるため、３つの事業を重点目標として、
積極的な取り組みを進めています。
１．高齢者のサロン事業
２．次世代地域福祉活動育成事業（ウェルクラブ活動）
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）
高齢者のサロン事業
サロン活動を支えるのは住民一人ひとりです。できる
人が出来ることを少しずつ出しあい、多様なサロン活動
に取り組む地域が増えています。
身近な地域の集会所やいこいの家等を活用して、地域 ἸαἝ
住民が気軽に立ち寄ってお話をしたり、健康づくりに取 ɰἸἤἹὣ
り組める場所 “ サロン ” づくりとその運営を行います。 ɰɰ
ἨἫἵǡ

☆ プチボザウルス ☆

このキャラクターは、子どもたちのふれあい
ネットワークから生まれた、小地域福祉活動の
マスコットです。
プチボザウルスのプチボとは、プチ（小さな、
ほんの少しの）ボランティア（福祉活動などに
参加する人）の意味を持ち、「だれもが安心して
暮らせる支え合いのまちづくり」を進める社会
福祉協議会の活動をイメージしています。
（北九州市内限定のキャラクター）
長行校区社会福祉協議会

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〜ウェルクラブ活動〜
社会福祉協議会では、「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、地域住民が主
体となって、見守り・助け合い・話し合いの３つの
仕組みからなる「ふれあいネットワーク活動」を中
心とした校 ( 地 ) 区社協活動を展開しています。
この校 ( 地 ) 区社協活動の一つ「次世代地域福祉活
動者育成事業」は地域の宝である子どもたちに、
「ふ
れあいネットワーク活動」等を体験してもらうこと
によって、次の世代の子どもたちと保護者の世代を
対象とした福祉の風土づくりを進めるものです。
この活動を Well( 適切・親切 )、Welcome( 歓迎 )
Welfare( 福祉 ) をイメージして『ウェルクラブ』と
名付けました。
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、地元の合馬川清掃をして地域の
ことを知ってもらいます。
＊朽網校区では、敬老会や地域の行事に参加し、
地域の高齢者と交流します。
＊曽根東校区では、風船バレーボールや行事参加
で地域の方と交流します。

平成２５年度

＊曽根校区では、
高齢者から平和
の話を聞いた
り、共同募金の
街頭啓発活動に
参加します。
徳力ウェルクラブ活動風景
＊徳力校区では、
一人暮らしの高齢者宅や介護老人福祉施設へ訪
問します。
＊山本・道原地区では、すがお小学校の全児童が
ウェルクラブの一員となり、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内容となってい
ます。
福祉のまちづくりを実現するには、校 ( 地 ) 区社
協活動への幅広い住民参加と未来を見据えた取り組
み必要となります。
子ども達は社協活動のイメージキャラクタープチ
ボザウルスの T シャツを着て活動しています。プチ
ボ T シャツを着た子ども達を見かけましたら、励ま
しのお声をかけて下さい！

健康マイレージ

実施中

〜マイレージポイントをためて健康グッズなどをもらおう〜
ポイント配付期間：平成 26 年３月５日まで
景品応募受付期間：平成 25 年 10 月１日〜平成 26 年３月５日
対
象：40 歳以上の方（平成 26 年３月 31 日現在）
内
容：北九州市では健康への習慣づくりと関心を高めていただくため、『健康マイレージ』を実施して
います。各種健康診査（職場の健康診断を含む）を受診し（必須）、市や区、地域で実施する健
康づくり教室やイベントなどに参加して、ポイントシールを集めましょう！集めたポイントに応
じて、地産地消・健康などをテーマにした景品と交換できます。（応募はおひとり様、年１回です）
【小倉南区社会福祉協議会にてポイントカード・事業登録票・対象事業一覧表を配付しています。】
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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小倉南区社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センターってどんなところ？？
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校 ( 地 ) 区社協と小中学校が
連携した福祉体験型学習を推
進しています。
内容：車イス体験、高齢者疑
似体験、点字体験など。
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65 歳以上の在宅虚弱高齢者の通
院・買物など日常的な外出を支援
します。
送迎ボランティアも随時募集して
います★
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ボランティアに関心のある方、興味は

ボランティア活動中の万が一
の事故に備えて、保険の加入
受付を行っています。

あるけど自分にできるかなと不安な方、
お気軽にお問い合わせください。
ボランティア・市民活動センターはあな
たのボランティア活動を応援します！

介護支援ボランティア事業がスタート !!
＊『介護支援ボランティア事業』ってどんな事業？
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、ポイント数に
応じて換金又は寄付できる事業です。

参加者
募集中

＊どうやったら参加できるの？
・北九州市にお住まいの６５歳以上の方
（※北九州市の介護保険第 1 号被保険者）
・ボランティア希望者向けの研修を受講後、
ボランティアとして登録していただきます。

＊どんな活動が対象になるの？
受入施設で行われるボランティア活動です。
（レクリエーション等の補助、芸能等披露、話し相手、行事の手伝い、
散歩等の補助、衣類整理の補助など）

＊ポイント換金ってどうする？
１回のボランティア活動で 200 ポイントが付与されます。
１ポイントを 1 円として、年間 5000 ポイントまで換金又は寄付できます。
≪お問い合わせ先≫
北九州市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター
戸畑区汐井町 1‑6 ウェルとばた 3 階 TEL ８８１‑ ６５００

今年も大盛況 !!

第５回 小倉南区
ボランティアフェスタ
６月 30 日（日）に、小倉南生涯学
習センターで、第５回小倉南ボラ
ンティアフェスタが開催されまし
た。
第１部、第２部ともに沢山の皆
さまにご来場いただきました。活
動者にとって、活動を披露できる
とてもよい機会となりました。
開催にあたり、多くの方々のご
協力をいただき、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！

◆
◇ ◇

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。
３月８日から６月８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）

門司ゴルフ倶楽部様より寄付をいただきました。
募金箱を設け、ゴルフ場利用者様に募金を募ってい
ただきました。
又、毎年 11 月に開
催されるチャリティー
ゴルフ大会では、会場
を提供していただいて
おります。

香典返し寄付
田中

一利 （母

冨士子）

大字合馬

古賀

紀子 （夫

光三）

舞ヶ丘二丁目

小長谷鈴子 （夫

髙行）

志井一丁目

徳嶋

利明 （妻

ミツ子）

朽網西五丁目

栗坪

淳二 （父

登）

重住二丁目

長畑

重利 （妻

かほる）

蒲生二丁目

渡邊

正孝 （母

千世）

沼緑町五丁目

北﨑紀代美 （夫

英志）

横代北町四丁目

鶴田

怜奈 （母

弘美）

中曽根東一丁目

松山

洋子 （夫

英雄）

東貫二丁目

匿名

１件

ありがとうございました◇◆◇

（後方：門司ゴルフ倶楽部様）
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◆ 年長者・障害
者 障害
害（
（児）者作
者作品展
展〜作品募集〜
【期
【会
【対

間】平成２５年９月３日 ( 火 ) 〜７日 ( 土 )
場】小倉南生涯学習センター２Ｆ展示コーナー
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・手工芸品などで生き物以外の物
【申込み】８月９日（金）までにお電話で
【申込先】小倉南区社会福祉協議会
TEL ０９３−９５１−５３８８
≪たくさんのご応募お待ちしております。≫

篤志寄付
ら・たんす ザ・モール小倉店
（店内での寄付活動）
社団法人門司ゴルフ倶楽部
（ゴルフ場利用者様からの募金）
有限会社渡邊山水園
（会社の皆さまからのお気持ち）
もりつね徳力音楽祭実行委員会
（募金活動と関係者の皆さまから
のお気持ち）
和田 洋一
（個人 記念寄付）
葛原三丁目
匿名（個人） ２件

よろしくお願いします
小倉南区社会福祉協議会とボランティア・市民活動セ
ンターに新しい職員が加わりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
植森 賢一（うえもりけんいち） 事務局長
河野裕弥佳（こうのゆみか）
ボランティア・
市民活動センター
副島和子 ( そえじまかずこ )
高齢者地域交流支援
健康マイレージ事業

（〜ら・たんす
元松店長 ( 左側 ) 〜）

ただし︑祭日︑

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。

◎一般相談︵無料︶

時

16

︻場所︼小倉南生涯学習センター

13

︻日時︼毎週火・木

時〜

センター休館日にあたる日は︑

休所となります︒

日︵火︶

日︵木︶

※電話相談もできます︒

７月

日︵火︶

日︵火︶

24 15

︻受付方法︼ 随時お越し下さい︒

８月

日︵火︶

17 13 16

☎０９３ ９‑５１ ５‑３８９
◎休所日︵７月〜９月︶

９月

◎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

（左から河野、植森、副島）

