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ご協力ありがとうございます

平成27年度歳末たすけあい募金
新たな年を迎える時期に、地域のみなさんが安心して暮らすことができるよう、若
松区民の皆様のご協力をいただいて、昨年 12 月に歳末たすけあい募金を行いました。
皆様のあたたかいお気持ちが数多く寄せられ、総額 1,369,844 円になりました。
今回集まりました募金は、低所得世帯等の支援を必要と
する世帯等への見舞金、校（地）区社協で年末に行われるも
ちつき大会等の交流会に対する助成並びに高齢者等見守り
訪問活動等のために活用させていただきました。詳細は、
次のとおりです。
募金にご協力いただきました区民の皆様をはじめ、民生委員や各校（地）区社協等
関係団体及び地元企業の皆様に心からお礼を申しあげます。
１
２
３
４
５
６

低所得世帯等の支援を必要とする世帯等への見舞金
校（地）区社協で年末に行われるもちつき大会等の交流会に対する助成
地域福祉活動者による年賀状配布事業
高齢者等見守り訪問活動事業
ふれあいいきいきサロン支援事業
広報紙発行事業

70,000 円
310,000円
80,000 円
434,500 円
321,000 円
154,344 円

ご協力ありがとうございます

平成27年度赤い羽根共同募金
赤い羽根共同募金の募金活動にご協力いただきました若松区各自治会、民生委員・
児童委員、校（地）区社会福祉協議会及び共同募金会評議員会の各団体の皆様、あり
がとうございました。
また、趣旨に賛同し、募金をしていただいた各自治会、まちづくり協議会、その他
の区内各種団体、保育所、企業、官公庁の皆様、街頭募金
等で募金いただいた区民の皆様並びに募金箱の設置にご協
力いただいた皆様、ありがとうございました。
おかげさまで、募金総額は 4,188,660 円になりました。ご協力いただきました募金は、
平成 28 年度の若松区社会福祉協議会の活動費、県内の民間福祉施設の整備費等に活
用されます。
なお、昨年度（平成 26 年度）の赤い羽根共同募金は総額 4,146,456 円で、福岡県共
同募金会を通じて次のように活用されました。ご協力ありがとうございました。
①

平成 27 年度の若松区社会福祉協議会活動費として 2,764,700 円（約 67％）
・区内の高齢者、障がい者への支援のため
・区内の福祉団体の活動支援のため
② 県内の民間福祉施設の整備費や県を単位として設置された福祉団体の活動支援等のため 948,964 円
③ 福岡県共同募金会若松区支会の事務費 266,700 円
④ 災害発生時の緊急的なボランティア活動の支援等の準備金 166,027 円
※若松区社会福祉協議会に配分される配分額は 100 円未満が切り捨てられるため、募金実績額と配分額の合計に
若干の差が生じます。

共同募金はこの広報紙発行にも役立てられています。
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子どもたちのふれあいネットワーク活動
ウェルクラブ活動を小石赤崎校区社会福祉協議会、若松区社会福祉協議会が実施し
ました。
今年は小石小学校、赤崎小学校の 19 名の子どもたちが参加し、有意義な活動が行
われました。
両小学校の子どもたちは 12 月 19 日（土）に介護老人福祉施設あじさいを訪問し
ました。子どもたちは初めての施設訪問に大変興味を示し、非常に真面目な面持ちで
話を聞いていました。次に、子どもたちが日頃練習している訓練礼式や、心肺蘇生法
などを施設利用者の方々に披露し、交流を図りました。その後、伊藤施設長はじめ職
員の方から、車椅子の操作や介助方法を学びました。子どもたちからは「車椅子を初
めて操作しました。すごく勉強になりました。」などの意見がありました。
２月 7 日（日）には高齢者宅訪問と活動発表会が行われました。今年のいつもとは
違うウェルクラブ活動が子どもたちの今後の活動にどのように生かされるのか非常に
楽しみです。

青葉台地区社会福祉協議会でバリアフリー体験を行いました！
10 月 18 日（日）に、青葉市民センターと隣接した公園を使ってバリアフリー体験（高
齢者・障がい者の擬似体験）学習会を今年度も開催しました。
この体験には、地域福祉活動者や少年野球チームの子どもたちも一緒に参加し、若
松のボランティア団体「若松こうさてん」の方々の協力で実施しました。
はじめに、森田伸明会長より挨拶があり、その後、5 班に分かれて車椅子の体験や
白杖体験（全盲体験）、重りを着けて高齢者の擬似体験やボランティアの心得のビデ
オ鑑賞、小豆つまみ（高齢者や障害者の体験）等を行いました。参加者の方々は、車
椅子の操作方法や介助方法を熱心に聞かれており、擬似体験では重りをつけた体の不
自由さ、箸の扱いにくさに驚かれていました。
その立場の方の辛さや大変さを、身をもって体験することで、
地域での支えあいの気持ちが育まれる、よい一日になったと思い
ます。

古前校区社会福祉協議会の
「ふくしのまちづくり講座」
が実施されました
古前校区社会福祉協議会では、「みんなが安心して暮らせる 笑顔あふれる支え合
いのまち ふるまえ」をテーマに楽しく学ぶ三回シリーズで講演会を実施しました。
この講演会で学んだことを地域で生かしていただきたい、また、参加者から地域の福
祉活動者（福祉協力員等）や協力者が増えることを願い、校区社協と市・区社協とで
「ふくしのまちづくり講座」を実施しています。
1 回目は、昨年の 11 月 26 日（木）に、おとなりさんネットワーク「えん」代表
田代久美枝先生の「認知症の人、家族、地域のみんなが安心してくらすためには」と
いうテーマで、先生自身の体験を交えながら、認知症について学びました。2 回目は
昨年の 12 月 10 日（木）に、「笑いの力と言葉の力」について臨床心理士 北九州市
立大学名誉教授の中島俊介先生から、心が軽くなるコミュニケーション方法を学びま
した。3 回目は、今年の 1 月 14 日（木）に、
「運動が脳も五感も刺激する！」というテー
マで NPO 法人北九州スポーツクラブ連絡会理事 田村香代子先生から、サロン活動
でも使える運動方法を学びました。
これからの古前校区の未来のための学びを実施できてよかったと、多くの参加者より感想がありました。

共同募金はこの広報紙発行にも役立てられています。
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ボランティア通信

を開催しました!!
16 回『福祉とボランティアの集い』

第

〜笑いを心と体の特効薬に〜

講演テーマ

来賓者挨拶

萩野区長

火箱所長

ボランティア活動が楽しくなる笑いの活用法

11 月 27 日（金）に、毎年恒例の「福祉とボランティアの集い」
を開催しました。16 回目の開催となりますが、今回も多くの方に
来て頂き、大盛況のうちに幕を閉じることができました。
オープニングには、ボランティア公共楽団「らるご」と「フラ・ハー
ラウ・プアナニ」の 2 つのボランティアグループによる活動発表
を行ったほか、エントラスホールに各グループの活動紹介パネルを
展示し、参加者からは、いろいろな分野で活動しているボランティ
アを知ることができて大変よかったとの感想をいただきました。
また講演会には、NPO 法人博多笑い塾理事長小ノ上マン太朗氏
をお招きして、笑いの大切さとボランティア活動を行う上での心構
えなどをわかりやすく、ユーモアたっぷりにお話ししていただきま
した。
脳と心はつながっているので、愚痴は吐き出してストレスを解消
しなければならないと教えていただき、自らの心をリフレッシュす
る気持ちを強く持てたことで、
「笑いの大切さがよくわかった」
「こ
れからの生活が楽しく出来そう」「あっという間の楽しい時間だっ
た」など、非常に有意義な講演だったとの感想を多くいただきまし
た。
この「集い」は、ボランティアに対する関心を深めてもらい、今
以上に活発化させて新たなボランティアの発掘につなげるために、
毎年 11 月に若松市民会館で開催しています。
次回も皆様の健康と地域福祉に役立つ情報発信の場として、企画
開催致しますので、より多くのご参加をお待ちしております！

ボランティアグループ
活動発表

ボランティア
公共楽団
「らるご」

講師 小ノ上マン太朗 氏

いモード♪

会場は終始笑

パネル展示コーナー

フラ・ハーラウ・
プアナニ

共同募金はこの広報紙発行にも役立てられています。

4

永年のボランティア活動に対して若松区の個人・団体が、
下記の通り表彰されました

北九州市社会福祉協議会会長表彰

福岡県社会福祉協議会会長表彰

○社会福祉奉仕者（感謝）（団体の部）

○社会福祉事業協助者（団体）
（感謝）

15 年以上地域奉仕活動の推進に貢献

布や木のおもちゃを制作し、無料貸

している。

し出し、修理、遊び場の提供、福祉イ

「若松区視聴覚奉仕会」
○社会福祉奉仕者（個人の部）
シルバーひまわりサービス事業の送

ベントへの参加、ボランティア体験受
入れ・呼びかけに取り組んでいる。

「おもちゃ図書館ピノキオ」

迎ボランティアとして献身的に活動し

芳賀教育財団芳賀教育文化振興会

ている。

・佐藤 恒子（5 年）

○ボランティア顕彰表彰（団体部門）
郷土若松のシンボル「高塔山」を魅

・竹村 晴隆（5 年）

力的な市民公園とし、次世代へ伝える

・濵田 庄造（5 年）

ことを目的に永年活動を続け、地域活

・行実 基人（5 年）

性化にも大きく貢献している。

・堤 紀代子
（15 年）

「高塔山を愛する会」

平成 27 年 12 月 11 日（金）14 時から若松
区役所 3 階にて、日頃シルバーひまわりサービ
スの運転・同乗ボランティアとして活動してい
る方を対象に、「みんなで話そうシルバーひま
わりサービス」というテーマで開催しました。
最初にその事業概要を北九州市社会福祉協議
会ボランティア・市民活動センターの安仲課長
から説明していただき、シルバーひまわりサー
ビス事業内容を再確認しました。
その後、このサービス内容についての課題を
ボランティア同士で話し合いました。
日頃顔を合わせることは少ないのですが、同
じ活動をしている仲間として、すぐに打ち解け
活発な意見の交換ができました。
ボランティアの皆さんが、このサービスをよ
り良いものにしようと真剣に考えていることが
伝わってくる、有意義な研修会でした。
受講生からは、ボランティアをする上で困っ

たことや悩みを共有できた、他の方の意見が聞
けて大変参考になったなどの声が多く寄せられ
ました。
この研修会は、送迎ボランティアのスキル
アップを目指し、毎年テーマを変えて開催して
います。このボランティア活動をあなたのラ
イフサイクルの中にうまく取り込んでみません
か？ぜひシルバーひまわりサービス事業にご協
力をお願い申し上げます。
お申込・お問合せは下記まで

若松区ボランティア・市民活動センター
TEL 761‑2208 FAX 761‑3660

共同募金はこの広報紙発行にも役立てられています。
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高須地区社協によるバザーが開催されました！
10 月 31 日（土）に高須地区にある高須東四丁目公園にて「ふれあいバザー」
が開催されました。若松区社協の職員もお客さんとして参加させていただき、開
始から一時間後くらいに到着したのですが、ほとんどの
商品が売れていて、とても驚きました。当日は晴天に恵
まれ、公園にはバザーだけではなくパンやコーヒーも販
売しており、非常に大盛況でした。
また、地域の方々がバザーを通じて交流している様子
も見られ、笑顔あふれるふれあいと共に終了しました。

年長者・障害者作品展を開催しました
高齢者や障害者の社会参加を促し、交流の機会をつくることを目的に昭
和 50 年から始まったこの作品展は、今年で 41 回目となりました。区内
の障害者と 60 歳以上を対象に作品を募集し 10
月 26 日（月）から 28 日（水）まで若松区役所
１階市民ホールと３階特別会議室で開催しました。
今年は、高齢者施設、障害者施設の方が描いた
絵画や書、写真、手芸など計 394 点、751 人の方の作品が出展されまし
た。会場には、延べ約 1,500 人が訪れ、力作ばかりの作品に熱心に見入っ
り絵♪
ていました。来場し、ご自身も出品された方は「他作品を見て刺激を受け、 共同作品の貼
また来年も出品したい。」と笑顔で話してくれました。

北九州市立年長者研修大学校

一生学ぶ！

一生楽しむ！

周望学舎・穴生学舎

研修生募集

健康マイレージで
地域を元気に
健康診査は受診されましたか？
ポイントシールは集まりましたか？
地域で行われている健康づくり事業に参

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。

加してポイントシールを集めると景品と交

楽しい雰囲気の中で仲間と一緒に学びませんか？

換できると好評の健康マイレージ事業も実

北九州市内在住の60歳以上の方なら、どなたでも大歓迎です！

施期間残りあとわずかです。
お急ぎくださ

詳しくはお気軽にお問い合せください。

い！

平成28年2月１日
（月）〜2月19日（金）

申し込み

※土・日・祝日は閉館

【受講期間】平成28年4月〜平成29年3月

体操教室

グラウンドゴルフ

基本的に週1回の通学。
午前9時30分〜午後3時
【 受 講 料 】年間 24,000円
（半期ごと分割納入）
別途 教材費などが必要
問い合せ先

周望学舎
穴生学舎

マイレージのHPやブログもどうぞご覧ください！

応募締め切りは ３月７日
（当日消印有効）
切手を貼らずにそのままポストまたは区社協の応募箱へ

小倉北区新高田二丁目29‑1
TEL 591‑2626 FAX 591‑2629
八幡西区鉄竜一丁目5‑1
TEL 645‑6688 FAX 645‑6661

お問合せ
北九州市社会福祉協議会
生活福祉課 （093）
873−1296

共同募金はこの広報紙発行にも役立てられています。
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平成28年2月15日

第114号

ご寄付ありがとうございます。
「社会福祉に役立ててほしい」と本会にご寄付がよせられました。
受領いたしました皆様のお気持ちは、社会福祉事業のため、有意義に使わせていただきます。
ご寄付されました方々は次のとおりです。
（平成 27 年９月１日〜平成 28 年１月 31 日 受付分 敬称略）

一名

月

月

年 ９月

年

年

27

10

香典返し寄付

平成

匿名

平成

三宅 紀子︵宮丸一丁目︶
︵故 三宅 義一︶

平成

27

11

義憲

正

清隆

栗原

上村

松嶋

健次

繁徳

義隆

個人会員

萩野

川之上

木下

敦

英彦

瀧田

武美

池田

昭博

吉田

貴史

次郎

印

隆二

中野

飯田

濵田

聡子
外七名

若松区社会福祉協議会では、区民の皆様から寄せ

27

土山

「みんなが安心して暮らせる
支え合いのまちづくり」実現の
ために皆様のご協力をお願いします !!

豊富 俊克
︵八幡西区日吉台二丁目︶
︵故 豊富 操︶

繁雄・和弘・誠司

匿名希望
︵故 山口 まさ江︶

年 ９月

27

一般寄付

平成

月

10

西日本家電リサイクル株式会社

27

池田

年

月

繁雄・和弘・誠司

月

11

平成

年

27

池田 繁雄・和弘・誠司
有限会社 秀文社印刷
匿名 一名

池田

年

12

平成

平成

月

繁雄・和弘・誠司

27

繁雄・和弘・誠司
一名

年

1

池田
匿名

池田

平成

28

られた一般寄付、香典返し寄付等を地域で暮らす方々
が共に助け合い、支え合う福祉のまちづくりの貴重
な財源として活用させていただいています。
例えば、地域の福祉協力員等によるふれあいネッ
トワーク活動推進事業（ひとり暮らし高齢者等の見
守り訪問活動）や地域で行われる敬老行事等に使わ
れています。
区民の皆様のご理解ご支援をよろしくお願いいた
します。
詳しくは、若松区社会福祉協議会へお問い合わせ
ください。

賛助会員を募集します！
若松区社会福祉協議会では、社会福祉に関心のある方、
社会福祉協議会の活動に賛同される方を対象に賛助会員を
募集しています。
会費は次のとおりです。

個人会員
団体会員
特別会員

一口
一口
一口

年額
年額
年額

1,000 円
5,000 円
5,000 円

団体会員は、社会福祉関係機関、団体及び施設等、
特別会員は、会社、事務所、事業所等です。
詳しくは、若松区社会福祉協議会へお問い合わせください。

■編集・発行／社会福祉法人北九州市若松区社会福祉協議会
若松区浜町一丁目 1 番 1 号 TEL093-761-3422 FAX093-761-3660

