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平成23年１月15日

〜 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 〜

チャリティーゴルフ大会・応援隊（門司ゴルフ倶楽部、11月）

ふれあい縁日市、交流・啓発事業（長野緑地、10月）
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共同募金街頭啓発活動（モール大通り音楽祭、10月）

母子・寡婦・父子ふれあい事業（ハーモニーランド、11月）
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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。

小倉南区社会福祉協議会だより

わたしの街の 社

協

紹

介

東朽網校区社会福祉協議会

世帯数：1,793、人口：4,793 人、高齢化率：19.6％（Ｈ22.7 月現在）

東朽網校区は、28年前に朽網校区から分離しま
した。水晶山の麓、桜の名勝地・昭和池や北九州
空港の近く、北九州市の一番東に位置し、太陽が
一番に照らし始める山紫水名の地にあります。
この良き人・良き風土の中にあって、東朽網校
区社会福祉協議会（会長 丸山賢一）は、ふれあ
いネットワーク活動を中心に、さまざまな地域活
動を行っています。
毎月恒例のふれあい昼食会は、対象者の方が大
変楽しみにしており、誕生月の方には、お花をプ
レゼントしてい
ます。
年長者の健康
推進を図るグラ
ンドゴルフ大会
は、デイサービ
スの方も参加さ
れ、また、東朽
網小学校６年生

との交流事業でもあります。
東朽網小（校長 吉田幸雄）は、「志矩をめざ
す子どもの育
成」を目標に掲
げ、地域住民の
協力、智慧を子
ども達に授けよ
うと積極的に地
域との連携を
図っています。
東朽網校区社協
は、小学校のＰＴＡの餅つき大会に協力し、餅米
を提供しており、小学生に伝統的な餅つきを楽し
んでもらっています。
そして、連絡調整会議では、見守りや事業につ
いて、民生委員と一緒に話し合います。
東朽網校区社協は、これからも、他団体や学校
と連携しながら、社協の理念「みんなが安心して
暮らせる支え合いのまちづくり」を目指します。

ふれあいネットワーク

「ご家族からの信頼がうれしい」山根俊子さん（守恒校区社協）
福祉協力員になったきっかけは？
町内会長からお話しがあった
のが、きっかけです。ちょうど、
看護師の仕事を退職したときで
したので、お役にたつのならと、
お引き受けしました。
見守り活動の様子を教えてください。
同じ福祉協力員の後藤さんと
一緒に活動しています。11 世
帯を担当しています。
問題があるときは、民生委員
に聞いたり、包括支援センター
につないだりしているので、安
心して活動ができています。

やりがいを感じるときは？
ご家族の方から「お世話にな
ります。離れて暮らしています
が、お陰で安心しています。」と、
感謝されるとき、やっててよか
った、と思いますし、やりがい
を感じます。

社会福祉功労者として、42名
の福祉協力員の方が、小倉南区社
会福祉協議会会長表彰を受けられ
ました。その中のおひとり、山根
俊子さん（守恒校区社協）に、お
話しをお聞きしました。

交流事業もとっても楽しいん
です。今は、２月にある風船バ
レーボールの準備をしていま
す。交流事業では、福祉協力員
とひと目でわかるよう、お揃い
のピンクのポロシャツを着用
し、評判も上々なんですよ。
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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

ボランティア紹介

年賀状の作成で使用した
インクカートリッジや書き
損じハガキはありません
か？
当センターでは︑沼小学
校のみなさんが寄贈してく
ださったことをきっかけ
に︑インクカートリッジの
収集を始めました︒回収に
も伺います︒
みんなで集めて小倉南区
の﹁福祉でまちづくり﹂を
応援しよう！

書き損じハガキ、古切手、アルミ缶、プルタブ
使用済テレフォンカードなども役立ちます！

プルタブ他
寄贈者のご紹介
（敬称略）
北方校区社会福祉協議会
城野校区社会福祉協議会
小倉南区連合婦人会
阿部絹恵・秋吉譲
有村和子・伊佐道子
市川望美・尾崎継夫
内丸美枝子・一森
河合冴歩・下原たけ子
冨満佐夜子・西並清子
中島美和子・松本葉子
栁陽子・吉住今日子
吉田クリップ
白石鉄工㈱
あすなろ学園・あだち園
金田保育園
徳吉保育所
国立小倉病院みどり保育園
みのり保育園
志井小学校・徳力小学校
沼小学校・横代小学校
小倉南特別支援学校
曽根市民センター
田原市民センター
横代市民センター
小倉南区役所・城野体育館
わかぞの少年支援室
北九州市シルバー人材セン
ター東谷班・守恒班
その他匿名の皆さま
（H.22年6月〜11月まで）
ありがとうございました。

小倉南区社会福祉協議会だより

小倉南区に本社を構える北
九州ヤクルト販売︵株︶は︑
さまざまな形で社会貢献活動
に取り組んでいます︒
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＊ 街の安全

お知らせ

心 配 ご と

相 談 所

■開所日時
︵無料︶

︻場所︼
小倉南生涯学習センター

時

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。

︻日時︼
毎週火・木曜日

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︒

３月 日︵火︶
センター休館日

■休所日
︵１月〜４月︶

◎連絡先

小倉南区社会福祉協議会

☎９５１ ５
３８８

都市高速道路

小倉駐屯地

陸上自衛隊

若園ランプ

法
※律相談は終了いたしました︒

小倉南警察署

＊ 車イスの贈呈など

葛原校区まちづくり協議会
葛原校区社会福祉協議会
（「葛原ふれあい秋まつり」での募金）
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小倉南生涯学習センター

地域に密着したヤクルトの
仕事を活かし︑ヤクルトレ
ディが︑警察等と連携し︑地
域の安全で安心な暮らしに取
組む﹁街の安全安心サポート
隊﹂は︑マスメディアでも紹
介され︑注目を集めています︒
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月１日︑小倉南区
に︑新たに 名の民生委
員児童委員が誕生しまし
た︒
小倉南区では︑民生委
員が︑心配ごと相談所で
の相談員として下欄のと
おり活動しています︒
困ったこと︑悩んでい
ることなど︑何でもお気
軽にご相談くださいね︒

−葛原校区まちづくり協議会、社会福祉協議会様より−

＊ 青少年育成

北九州市立田原市民センター
（書籍販売による売り上げ金）

﹁地域福祉にお役立てくだ
さい﹂と︑区社協に車いす２
台を贈呈くださり︑区社協事
業﹁障害︵児︶者ふれあい事
業﹂では︑社員の方がボラン
ティアとして参加されまし
た︒
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ヤクルトスワローズの現役
選手による野球教室を開いて
います︒
小倉南区では︑昨年の 月
に︑広徳中学校で開催され︑
１１７名の子どもたちの参加
がありました︒

昭和61年度 婦人教育指導者セミナー受講生
小倉南区の会（会の皆様からのお気持ち）

＊ 協賛事業

香典返し寄付
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モノレール北方駅

小倉南消防署

小倉南区で︑年２回行われ
る︑チャリティーゴルフ大会
の協賛として︑継続したご協
力をいただいてます︒

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。
９月１日から１１月３０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）
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小倉南区役所

北九州
高校

志井二丁目
下城野三丁目
朽網東三丁目
朽網東三丁目
守恒一丁目
一雄）
富士）
カズミ）
清美）
利夫）
（夫
（夫
（妻
（夫
（父
文枝
雪子
隆
孝子
英世
久恒
山中
栁田
出谷
青木

南方三丁目
八幡町
津田四丁目
朽網西五丁目
亘 （個人）
春夫 （個人）
高雄 （個人）
（個人）
作本
竹田
橋本
匿名

北九州ヤクルト販売 株式会社

福祉への想いありがとう！

篤志寄付

社協のマスコット・プチボも嬉しそうです！

