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平成７年１月１７日の早朝に発生した「阪神淡路大震災」から、すでに１５年が経過しました。
この震災を契機に『新たなボランティア活動の展開』や、『自然災害からひとり暮らし高齢者など、
要支援者を地域で支援する仕組みづくり』が全国各地で進められてきました。
記憶に新しいところでは、平成１７年３月２０日の「福岡県西方沖地震」や平成１９年３月「石川県
能登半島地震」
、同年７月「新潟県中越沖地震」など、日常的な見守り・話し合い・支えあい活動を整
備した結果、地域の住民自らが安否確認を迅速にすすめるなど、日頃の活動成果が社会的にも高い評価
を得ることができました。

平成２１年７月２４日からの豪雨では、小倉南区
も３日間にわたる活発な梅雨前線と低気圧の停滞に
より、多くの人的・物的被害が発生しました。
被災者の中には、自力避難が困難なひとり暮らし
高齢者や障害を有した方、床上・床下浸水後の後片
付けに苦慮している方が大勢おられました。

◎ 区内の主な被害状況 ◎
◆床上浸水
◆がけ崩れ
◆避 難 者

８９戸
４８件
１６７世帯

◆床下浸水 １０７戸
◆護岸崩壊
８件
４４８人（自主避難含む）

小倉南区防災訓練（会場：城野小学校）

〜 出前講演のお知らせ 〜


社会福祉協議会では、ふれあい
ネットワーク事業を活かした「災
害時福祉救援活動モデル地区」を
指定し、地域住民が主体の体制づ
くりを進めてきました。
主な取り組み内容

避難支援プラン作成会議（城野校区社協）

◆災害要援護者のリスト・マップづくり
◆避難支援プランづくり
◆避 難 訓 練

障害を持つ人や高齢者など、要
支援者を地域で守る災害時福祉救
援活動体制づくりについて、出前
講演を行います。
講演の内容は、次のとおりです。
◆地域のネットワークの強化
◆連携体制の確立・安否確認
◆日常から非日常に備える
◆みんなが被災者
など
【小倉南区社会福祉協議会】
℡ ９５１−５３８８

この広報誌や社協の事業は、共同募金配分金が活かされています。
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７月１日付けで、小倉南区社会福祉協議会会長
に就任しました小田一弘でございます。
区民の皆様には、日頃から福祉活動につきまし
て多大なご支援を賜り誠に有難うございます。
少子高齢社会の進展や、雇用・経済問題など、
地域を取り巻く社会環境は、年々厳しいものと
なっています。
このような社会情勢にあって、社会福祉協議会
が担う『地域推進の要』としての役割の重要性を
改めて痛感しております。
本会の活動理念「みんなが安心して暮らせる支
え合いのまちづくり」推進のため、校（地）区社
協をはじめ、行政、関係機関・団体等のみなさま
と連携を深めながら積極的に「福祉でまちづくり」
に向けて、これからも取り組んで参ります。
今後とも、本会へのご理解とご支援をお願いい
たしまして、就任のあいさつといたします。

役員の任期は、平成
２２年７月１日から
平成２４年６月３０
日までの２年間です。
（ ）内は選出母体
です。
（敬称略）

‒
【期
【会
【対

間】平成２２年９月６日（月）から１０日（金）まで
場】小倉南区役所１階、市民ロビー
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・手工芸品などで生物以外の物
【申込み】８月１３日（金）までにお電話で！
【申込先】小倉南区社会福祉協議会 ℡ ９５１−５３８８

区内在住の障害（児）者と地域福祉活
動者との「ふれあい事業」の日程が決ま
りました。
日 時：１０月２３日（土）終日
行き先：萩市（山口県）！
詳細は、８月１５日号の市政だよりに
掲載予定です。お楽しみに !!

☆ まつりみなみ 2010
〜 今年もふくしで夏まつり 〜

日時：８月２１日（土）１５時
会場：志井公園周辺
まつりみなみでは、チャリティービア
ガーデンなど、楽しくて心温まる企画が
盛りだくさん！
家族そろってみんなで参加しよう !!

小倉南区社会福祉協議会だより

連絡先：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

TEL（093）9515220 FAX（093）9515391
E−mail ： km-syakyou-voc@kyf.biglobe.ne.jp

空缶も O.K.! 空缶をつぶす
器具の貸出もしているよ !!

業者引取り

運搬がむずかしい場合は
相談してね！
７月４日㈰に︑小倉南生涯学

習センターで︑第２回小倉南区

ボランティアフェスタが開催さ

第１部の座談会では︑福祉施

れました︒

設におけるボランティア活動を

テーマに︑想いや悩みを共有し

合い︑第２部の特技ボランティ

アチャリティー公演は︑楽しく

にぎやかなステージとなりまし

た︒このフェスタをきっかけに︑

みなさんの活動が充実したもの

となれば幸いです︒

また︑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︒

市川純菜様・市川龍哉様・内丸美枝子様・金
子朋道様・木村泰一様・桑野由美子様・高津
見千代様・近藤誠様・野原美栄様・原田孝良
様・松本伊織様・森岡照代・栁陽子様・山川
恵子様・渡部和弘様・三田増美様・上城野あ
けぼの会・北九州市シルバー人材センター南
曽根班・守恒班・小倉南区役所城野体育館・
全国実業団ボウリング連盟北九州支部・若園
少年支援室・社会福祉法人敬寿会・葛原市民
センター・広徳市民センター・横代市民セン
ター・若園市民センター・貫市民センター・
葛原校区社協・城野校区社協・田原校区社協
金田保育園・北方保育園・若園保育所・北方
なかよし保育園・徳力団地幼稚園・企救丘保
育園・南小倉幼稚園・企救丘小・広徳小・田
原小・沼小・東朽網小・湯川小・横代小・吉
田小・湯川中 その他匿名のみなさま。
（平成２１年１２月から平成２２年５月まで）

福祉への想いありがとう

月に開催しています︒

祭﹂と題した文化祭を毎年

小倉商業高校は︑﹁倉商
け止め︑大切に活用させて

対する想いをしっかりと受

高校生の地域福祉活動に

いただきます︒ありがとう
ございました︒

目的の一つに︑地域との

コミュニケーションを推進

することを揚げ︑マーケッ

トを開くことで︑学習の成

でも気軽に参加できる音楽

アマ問わず︑老若男女︑誰

を目指す参加費無料︑プロ

は︑バリアフリーな音楽祭

﹁もりつね徳力音楽祭﹂

効に活用させていただきま

のまちづくり﹂のため︑有

安心して暮らせる支え合い

は︑社協の理念﹁みんなが

みなさまの地域への想い

祭です︒多くの住民が楽し

めるよう春秋２ 回︑市民セ

ンターやライブハウス︑レ

ストラン︑幼稚園などが会
今 年 で８ 年 目 を 迎 え ま す

場となっています︒

年は続けるこ

が︑﹁続けることに意義が

ある﹂と︑

また︑今回も実行委員会

とを目標にしています︒

心 配 ご と

相 談 所

この広報誌や社協の事業は、共同募金配分金が活かされています。

果を地域に還元していま

す︒単なる販売実習ではな

く︑会社経営︵株式会社 倉

商︶実習として︑株主総

会︑企画︑仕入︑経理等の

業務を生徒たちが責任を
昨年は︑約１ 万 人の来場

もって取り組みます︒

様から︑地域のために役立

若園ランプ

都市高速道路

小倉駐屯地

陸上自衛隊

ててほしいと︑ご寄付をい

■開所日時
︵無料︶
す︒ありがとうございまし
︻場所︼
小倉南生涯学習センター
た︒
︻日時︼
毎週火・木曜日
時〜 時
ただし︑センター休館日
にあたる日は︑休所とな
り ま す︒
︻受付方法︼
随時お越し下さい︒
■休所日
︵７月〜９月︶
７月 日︵火︶
センター休館日
９月 日︵火︶
センター休館日
９月 日︵木︶
秋分の日
◎連絡先
小倉南区社会福祉協議会
☎９５１ ５
３８８

小倉南警察署

ただきました︒

13

法
※律相談は終了いたしました︒

16

小倉南生涯学習センター

者があり︑マーケット収益

岸本 武子（夫 昇一）
蜷田若園一丁目
蘇木日出刀（次男 明彦） 中曽根六丁目
西名
亮（妻 洋子）
北方二丁目
戸根
（母 マサエ） 中曽根四丁目
宮本 信秋（義姉 笹栗英） 津田一丁目
川口百合子（夫 正）
下城野一丁目
只友 京子（叔父 熊谷勝順）朽網西六丁目
友松 艶子（叔父 熊谷勝順）湯川新町一丁目
福田 晃二（妻 春子）
長行東二丁目
片山 與八（母 喜世子） 上貫三丁目

30

岩松 さよ子（個人）
母原
匿 名
（個人）
福岡県立小倉商業高等学校
（倉商マーケットでの売上げ金の一部）
株式会社山口銀行守恒支店
（行員のみなさまからのお気持ち）
もりつね徳力音楽祭実行委員会
（関係者みなさまからのお気持ち）
有限会社渡邊山水園（社内での寄付活動）

の一部を社会福祉協議会へ

香典返し寄付

スローガンは「バリアフリー」！
もりつね徳力音楽祭実行委員会

篤志寄付

10

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11日から５月31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）

23 21 20

小倉南区役所

北九州
高校

モノレール北方駅

小倉南消防署

― 出演者は、今年で２００組を超えましたー

小倉南区社協広報紙「みなみしゃきょう」が
インターネットで見られます！
検索方法は、
小倉南区社会福祉協議会＞事業の取組み＞
「みなみしゃきょう」ＰＤＦをクリックしてね！

― 倉商マーケットでの未来の経営者たち ー

下貫四丁目
喜美子）
剛志（母
前田

学習の成果を地域に還元！
福岡県立小倉商業高等学校
ご寄付いただきました︒

らせ
知
お
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