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〜この羽根に 思いをこめて 70年〜

今年も赤い羽根共同募金運動が 10 月 1 日から始まりました。
若松区でも共同募金への協力をお願いするため福岡県共同募金会若松区支会の評議員、民生委員・児童
委員が商店街などで街頭募金を行いました。
この共同募金は、街頭募金のほかにも、地域の住民による戸別募金、企業・商店の協力による法人募金、

窓口募金、職域募金、そして福岡県共同募金会が作成したバッジやクオカード、図書カードなどの物品を
購入していただく資材募金等の方法があります。
こうして集められた募金は、福岡県共同募金会により、各市区町村の福祉活動費として配分されるほか、
福祉施設の運営や福祉団体の活動のために利用されています。
皆様のご協力をお願いいたします。
なお、平成２７年度の実績総額を２ページに掲載しています。

若松区ボランティア連絡協議会 設立10 周年
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※エントランスでは、若松区で活動しているボランティアグループの活動内容
をパネル形式で展示します。
お問合せは、若松区社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター
ＴＥＬ ７６１−２２０８へ

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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赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました。
今年も10 月 1 日から全国一斉に
「赤い羽根共同募金運動」が実施されます。
地域住民の社会福祉活動を支えているこの運動に、区民の皆様のあたたかいご支援・ご協力をお願いいたし
ます。
平成27年度の若松区の募金総額は、4,188,660円で、そのうちの 67％にあたる 2,808,700円が福岡県共同
募金会から若松区社会福祉協議会に配分され、若松区内の地域福祉活動の充実のため貴重な財源となってい
ます。

１ 敬老事業を行うために

１，
１１１,000円

若いときから地域や社会のために懸命に尽くしてこられた高齢者を敬い、これまでのご労苦をねぎらい感
謝する敬老会等を実施する団体や、高齢者に対しその長寿をお祝いするとともに区民の年長者に対する
深い理解と関心を図ることを目的とする年長者福祉大会を行う団体へ、事業助成を通じ活動を支援します。

２ 身近な福祉活動のために

１，001，000円

若松区内の１３校（地）区社会福祉協議会において、実施されるグラウンドゴルフ大会等の地域交流活動な
ど住民に身近な福祉活動を支援します。

３ 社会福祉を推進する団体に助成するために

４６０，000円

障害者の当事者団体、
児童・青少年の育成を支援する団体への助成を通じ、
活動を支援します。

４ 黄色いランドセルカバーの贈呈のために

１２２，
000円

新１年生の交通安全を願って、黄色いランドセルカバーを贈呈しました。

５ 広報紙の発行のために

１１４，７00円

区民の福祉への関心を深めたり、福祉活動に参加したりするきっかけづくりとするために、広報紙を発行し
て情報発信を行います。
また、平成27年度の募金額のうち 964,349 円については、県内の民間福祉施設や県を単位として設置さ
れた福祉団体へ配分されています。また、248,780 円については、福岡県共同募金会若松区支会の事務費に
充てられています。
残り 166,755 円は、災害発生時の緊急的なボランティア活動の支援等、募金の一部を「準備金」として福
岡県共同募金会が積み立てています。
＊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。

助成団体事業風景

地域でのグランドゴルフ

ランドセルカバー

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
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「育つ・育てる・育ち合う」をスローガンに地域の子育て支援を行なって
いる私たち「若松子育てネットワーカーの会」は、平成7年若松区で開催さ
れた「ふれあい家庭教育」を受講した受講生を主体に、平成8年に発足しま
した。現在会員数は28名で、
「出来る人が、出来る時に、出来ることを」を
モットーにローテーションを組んで、元気に楽しみながら頑張っています。
主な活動として、児童発達支援センター
「若松ひまわり学園」
での託児ボ
ランティア、幼稚園、保育所における子育て支援事業のお手伝い、市民セン
ターや行政が行う事業の託児ボランティア等があります。
大半の子どもたちは、保護者と離れる際、不安なのか大泣きですが、時間
が経つにつれておもちゃや絵本の読み聞かせなどですっかりなじみ、お迎
えの時には笑顔で「バイバイ」とご機嫌です。
私達活動者は、子どもたちの
その笑顔に癒され、元気とパワーをいただきます。
少子化問題が深刻となった現在、少しでも地域の子育て支援のお役に
たてるよう、
今後もふれあいの輪を広げ、活動していきたいと思います。

若松区子どもまつり
グリーンパークにて♪

いろんなおもちゃで
遊ぶ子どもたち☆

௲Ƶ൚ƁƑÛƼǀƁƊÜ
絵本の読み聞かせを通して、絵本の素晴らしさを子供たちに伝え、心豊
かな成長を育むことを目的とし、発足して今年で6年目になります。
毎月、藤ノ木小学校・若松幼稚園・藤ノ木児童館・藤ノ木市民センター
のフリースペースなどで定期的に読み聞かせを実施しています。センター
主催のお祭りやクリスマス会では、季節に応じた
「お話し会」を行うなど、
子ども達にとって大変楽しい時間を提供する活動をしています。毎月行
う定例会では、絵本研究家 高木 勲 氏のご指導のもと、絵本の世界や子
育てについて真剣に向き合い、絵本の楽しさや夢を子ども達に届けられ
るように考えたり、活動を通してふと思うことなど常に子ども達に向き合
う姿勢を学んでいます。
これからも、地域の子ども達に温もりや潤いを絵本の世界から届ける
活動を続けていきたいと思います。

藤ノ木小学校で読み聞かせ♪

藤ノ木児童館クリスマス会☆

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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〜ボランティア養成講座〜

し あ わ せ

若松区ボランティア・市民活動センター
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平成２８年９月６日（火）若松区役所３階 特別会議室で、
地域の居場所づくりを始めたい方、
ボランティアをはじめてみたい方を対象に、
村山 浩一郎先生を講師にお迎えして講習会を開催しました。

地域の居場所づくりの必要性やその方法についてのヒントを、スライドや映像を通
して、
しっかりと学ぶことができました。
多くの受講生の参加を得て、
「活動の考え方、現状を踏まえたお話が参考になった」
「ケアする、ケアされるではなく、お互いに助け合うふれあいの場が必要だとわかった」
「とてもわかりやすく、面白くて参考になるお話がたくさんあって聴きにきてよかったと
思いました」など嬉しい声が多く聞かれ、大変有意義な講座だったと好評でした。
みなさん、今回の講座を受けて、
今後の活動により意欲的になれたようです！！

講師

村山

浩一郎 先生

福岡県立大学 准教授

講 習 風 景

ħʎ˂ʧěɋɗɨɣʌěʪʐഖ॑ʳˀˊʝɺɹၔୟĨ
シルバーひまわりサービスは、外出することが困難な虚
弱高齢者の方々に対し、通院や買い物などの日常的活動を
支援する “ ボランティア ” が行う送迎サービスです！
現在若松では、利用登録者 :138名、活動登録者 :156名と
なっています。
シルバーひまわりサービスでは、1度の活動で運転ボラン
ティア1名と同乗ボランティア1名の計2名が活動します。
（※運転ボランティアでの活動は研修の受講が必要です）

＜ボランティアさんの声♪＞
週に 2 回程度活動しており、半日単位な
のでとても活動しやすいです。
利用者や家族の方から感謝されることも
多く大変やりがいがあります。
また、他のボランティアとの出会いがある
のも楽しみの一つです！

今後も本サービスの利用者は増加することが予想され
るため、皆さまのご協力がより一層必要になっています！
このサービスは皆さまの『何か役に立てれば…』という善意
でなりたっています。ライフサイクルの中にボランティア活
動を加えてみませんか？
ご協力よろしくお願い申し上げます！
詳しいお問合せは下記の連絡先までお願いします。
＜お問合せ先＞
若松区社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター
☎ 0 9 3  761  2 2 08 FAX 0 9 3  7 6 1  3 6 6 0

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実施しました！！
夏休み恒例のウェルクラブ活動を鴨生田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、鴨生田小学校の 27名の子どもたちが参加し、有意義な活動成果
がありました。
鴨生田小学校の子どもたちは、福祉協力員さんと一緒に高齢者宅訪問や、
いきいきサロンで高齢者の方から様々な体験談を聴きました。
そして、北九州
市広報室長 東 義浩氏から、
「３．
１１ あれから５年 東日本の今は！
〜岩手県・釜石市の場合〜」というテーマでご講演いただきました。
その後、折り紙を利用したポチ袋を作成し、サロ
ンに参加された高齢者の方と交流を深めました。
また、養護老人ホーム楽翁荘や指定障害福祉サービス事業所若松工芸舎や障害者支援施設ちづる園を訪問し、利
用者の方と交流を図りました。
子どもたちはウェルクラブ活動を通して、思いやりを持って人と接することを
学びました。
８月 20日に開かれた活動報告会では、お年寄りの大変さや、地震の恐ろし
さが分かったという意見や、来年もまた参加したいという子どもの声と、保護
者の方から
「地域にこのような勉強の機会があり、子どもの成長に繋がってい
ます。
ありがとうございます。
」といった声が多くありました。

平成28年度

新任福祉協力員研修を実施しました

７月１１日、若松区社会福祉協議会と北九州市社会福祉協議会とで新任福祉
協力員研修を実施しました。
新任福祉協力員等 27名の方が参加され、
「社会福祉協議会活動とふれあい
ネットワーク活動事業」及び「健康マイレージ事業紹介」をそれぞれ社協職員
が説明しました。
参加者は難読漢字を使用した脳トレや、脳梗塞予防体操に熱
心に取り組まれていました。
九州共立大学元准教授 永渕美法先
生の講義「地域で活動するボランティアの役割と心構え」では、
「自然を大切に
し、お互いを尊重し合い、自分の意志で決めていく時代」
「一人一人のユニーク
さは、周囲に影響を与える存在である」
「セルフケア（自分自身の世話）がとっ
ても大事！！」等と講義され、参加者からは「大変良いお話をいただきました。
自分のやれることを自分の最善でやる事が大事。気持ちが軽くなりました。」等
の感想がありました。 今後の新任福祉協力員さんの活躍が大いに期待されま
す。一歩ずつ、
焦らずに活動されてください。

ಀງʑʗˋʡǍިĶɌɍȧ༸๑ķȦ
˂ʣʽĜɺ˃ȱɘȱȹă
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若松区社会福祉協議会では、若松競艇場西棟スタンド１階で「炭火焼
き鳥ひびき売店」を運営し、その収益金の一部は、若松区内の社会福祉事
業、主に敬老行事や年長者福祉大会等に役立てられています。
一番人気は、炭火で焼いたホルモン！！秘伝の唐辛
子ダレをつければビールのおつまみに最適です。また、
豚バラなどの焼き鳥、肉厚の丸天、黒あんの回転饅頭
の他にちゃんぽんや味噌ラーメン、焼き飯、煮卵などメニューも増えました。店内には、
モニターも設置し、食事をしながらレース観戦ができるようになりました。
皆様のご来店、お待ちしています！

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

若松区ボランティア
連絡協議会 役員様
よりご寄付をいただ
きました︒

若松区社会福祉協議会では、区民の皆様から寄せられた一般寄付、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協力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。
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香典返し寄付
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平成 年 月

28

大城谷 田鶴子 ︵大字頓田︶
︵故 大城谷良兄︶

5

平成 年 月

28

匿名一名

一般寄付
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平成 年 月

28

若松区ボランティア連絡
協議会役員
池田 繁雄・和弘・誠司
匿名一名

申込先：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
ＴＥＬ：８８１−６５００
（日曜午後・月曜休み）
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平成 年 月

持参するもの：介護保険被保険者証

8

28

野口 美代

所：若松生涯学習センター
（若松区本町３−１３−１）

28

平成 年 月

場

時：11月11日（金）
14：00〜16：00

（平成28年5月1日〜平成28年8月31日受付分 敬称略）

池田 繁雄・和弘・誠司
匿名一名

晶子
正彦
佳代子
美由貴
順子
紀代子
梨枝子

日

匿名一名

佐藤
永塚
南里
佐藤
小方
大石
松尾

ボランティア活動のきっかけ、あ
るいは新たな出会いの場として「介
護支援ボランティア活動」を始めま
せんか？
この研修会では、65歳以上の方が
介護保険施設で行う活動をポイント
化し、換金や寄付ができる事業につ
いて説明します。この活動を通じて
支え合いの輪に参加しませんか？

「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 年 月

個人会員

野中 陽平
副島 和子
小林 優子
瓜生 幸延
山本 章子
原田 良一
中村 滋
匿名二名

団体会員

若松保護区保護司会

介護支援ボランティア
登録研修会のお知らせ

ĀȭࡌțɣȥɁȟȭȯȝɗȲĂ

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。

健康マイレージ10月1日より応募受付開始
もう一度確認ください！
●健康診査受診日・健診機関の記入をお忘れなく！

(H28.3.1〜H29.3.6 の間に受けたもの)
●ポイントシールは9枚貼ってください！
●景品番号や住所等記入漏れのないように！
●ポストに投函する際は52円切手を貼って下さい！

(市民センターや各区社会福祉協議会に応募箱を設置
しておりますのでそちらもご活用ください)
応募締切は平成29年3月6日(当日消印有効)
お問合せは北九州市社会福祉協議会
生活福祉課 873-1296 まで！
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