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ご協力ありがとうございます
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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 1,306,382 円になりました。
この募金は、支援を必要とする低所得世帯等
への見舞金や校（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、高齢者等見守り訪問活動等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い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

支援を必要とする低所得世帯等への見舞金
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

32,000円
310,000円
64,382円
434,500円
465,500円
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平成30年11月11日に若松競艇場にあるクレカ若松にて「実践的な訓練
災害ボランティアセンター
と地域住民の新たな役割を学ぶ」
というテーマで開催しました。
（災害ボラセン）
って？
はじめに一般社団法人九州防災パートナーズ 藤澤 健児代表理事よ 大規模災害時に全国から参集するボラ
り「災害ボランティアセンターの機能と役割」についてご講義いただき ンティアを受け入れ、被災者のニーズ
ました。 その後実際に、災害ボランティアセンターの運営スタッフと、 （要望）に沿った支援活動につなげる拠
点です。主に社会福祉協議会が運営し
協力の為に来所したボランティアの役に分かれて、災害ボランティア ています。
センター開設時の一連の流れを体験しました。
参加者からは「ボランティア活動についてテレビの報道でかいつまんだ内容は知識としてありましたが、
実際の内容は単なるお手伝いではなく、活動者には頭の下がる思いでした。 自分も少しは参加出来るかな
と思っています。
」
「具体的な体験が出来て、とてもよかった。しかし、講習時は出来ても災害時に出来るだ
け落ち着いて判断出来るように、日頃の意識、時折の訓練活動をしておかないと！！」
といった感想をいた
だきました。
今回の研修では、支援すること
を学ぶだけでなく、支援される側
が受援意識を持つことの大切さ
も知るきっかけとなり、とても有
意義な研修となりました。

共同募金はこの広報紙発行にも役立てられています。

わかまつ社協だより

2

し あ わ せ

ࠞƤঙખǈૃż߱ƟƸƕƗƞƓƤൾ۳ࡑơઁƍƜൂࠂƤഺƛƅǀǈॡƷƴƏ

ǏǐȔǘȒǿԗÏࠞঙખϽൂࠂԗࡑϾণࠕؑÐ
小石・赤崎校区社会福祉協議会、福祉協力員、地域の社会福祉施設の協力のもと、9 月から 12 月
の間に計 4 回、ウェルクラブ活動を行いました。 小石小学校、赤崎小学校の 4 年生の総合的な学習
の一環として行っています。 一人暮らし高齢者宅訪問、高齢者疑似体験を経験し発表会では「困って
いる方を見かけたら声をかけて手助けをしたいです。」
「疑似体験はとても怖く高齢者の方は大変だ
ということがよくわかりました。」など、
高齢者をいたわる言葉を沢山聞くことが
できました。 支えあい、助け合う気持ち
を学ぶ機会となったウェルクラブ活動で
した。安心して暮らせる地域づくりの担い
手となってくれることを楽しみにしてい
ます。

現任福祉協力員研修を開催しました
11月８日（木）に現任福祉協力員研修を開催しました。講師
に九州大谷短期大学教授 中村秀一先生をお招きし、地域にお
ける関係機関・団体との連携・協働について学びました。48
名の参加者の方々は、日頃の福祉協力員による見守り活動の
方法や、より上手く見守り活動を送るために必要な知識や協
働の心構えなど、地域間を越えて様々な意見交換をされ、今後
の活動の刺激になった様子でした。

ǞȖȜऋӁ
【藤ノ木校区】
（ミニデイサービス ユーカリの会） 【青葉台地区】
（青葉台おしゃべりサロン）
毎月第1、3木曜日
10：00〜
藤ノ木市民センター
参加費 300円

毎月第４土曜日
14：00〜
参加費 なし

毎回、血圧測定とラジ
オ体操を行い、お花見
やゲーム、室内運動会
など多彩なプログラム
で皆さんと楽しんでいます。
また、季節感のある手作り昼食を参加者全員でい
ただいています。

青葉市民センターで実
施しているサロンです。
介護予防運動で身体を
ほぐした後、ゲームをした
り、歌を歌ったり、楽し
く過ごしています。土曜日なので子どもさんが参加
することもあります。
たくさんの方のお越しをお待ちしています。

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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ボランティア通信
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11 月 20 日（火）若松市民会館 小ホールで『第 19 回 福祉とボランティアの集い』
を開催しました。 今年もたくさんの皆さんが来場され、ボランティア活動に触れて
いただくことができました。
オープニングには、
『北九州手話の会 新虹の会 若松支部』
『おもちゃ図書館かんら
んしゃ』の２つのボランティアグループによる活動発表。 講演会は、日蓮宗 浄泉寺
より渡邊 晃司 氏をお迎えして、
『日々の暮らしをイキイキと 〜しあわせはすぐそば
に〜』
というテーマでお話ししていただきました。 またエントランスでは、若松区で ᵚ!২શ્
活動するボランティアグループのパネル展示を行いました。
参加者からは、「日常とボランティア活動の指針となりました。絆
の意味と覚悟、幸せの在り方の考え方がよかった。」「色々なボラン
ティア活動があることに感動しました。この機会で得たことをこれ
からの人生に少しでも活かしていきたいと思う時間でした。」など、
たくさんの感想をいただきました。

受賞おめでとうございます!！

北九州市社会福祉協議会会長表彰
◎社会福祉事業協助者（団体）
（感謝）
『若松子育てネットワーカーの会』

「育ち、育てる、育
て合う」をモットー
に、子育て支援ボラ
ンティアを永年にわ
たり継続して行って
いる。

福岡県社会福祉協議会会長表彰
◎社会福祉事業協助者（団体）

『読み聞かせ ゆりかご』
子どもたちの心の成長を支
援する為、若松を中心に質の高
い絵本を届ける活動を継続。

芳賀文化財団 ボランティア顕彰表彰

◎社会福祉事業協助者（個人）
『若松区内活動者 ６名』

シルバーひまわりサービス
事業の送迎ボランティアとし
て、献身的に活動している。

◎ボランティア顕彰表彰（団体）
わきょう

『和彊クラブ』

シルバーひまわりサービス事
業や各種スポーツイベント等の
行事支援を精力的に協力。

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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ご協力ありがとうございます。平成30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いた若松区各自治会、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 4,011,599 円になりました。この募金は、平成31年度の
若松区社会福祉協議会の地域福祉の推進活動や、県内の民間福祉施設の整備費等に活
用されます。

ȭࡌțɣȥɁȟȭȯ ȝ ɗ Ȳ Ă 賛 助 会 員 を募集します！
「社会福祉に役立ててほしい」と本会に寄付がよせられ
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。
ご寄付いただいた方々は次のとおりです。

（平成30年10月１日〜平成31年1月31日受付分 敬称略）

香典返し寄付
平成 年 月
田中 隆信 ︵畠田一︶
︵故 松木
美︶
平成 年 月
角
義雄︵二島五︶
︵故 吉田 登喜枝︶
平成 年 月
葉石 俊一︵鴨生田四︶
︵故 葉石 絹枝︶
一般寄付
平成 年 月
有限会社 秀文社印刷
平成 年 月
匿名一件
貝掛 眞知子
二島校区まちづくり協議会
平成 年 月
髙松 允枝
平成 年 月
好きです！わかまつ
カレンダー実行委員会
個人会員
渡邉 清子 大石 紀代子
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年長者・障害者作品展を開催しました

１０月１５日
（月）
から１０月１７日
（水）
まで若松区役所３階特別会議室
で第４４回年長者・障害者作品展を開催しました。
今年は５００人の方から４３１点の作品が出品され、
５９３人もの方が
見学に来られました。 出品された方は
「他作品を参考にして、
来年に向
けて作品づくりを頑張りたい」
と笑顔で話してくださり、
来年も必ず開催
しなくてはと、
思いを新たにしました。また、
開催日の受付にはボランテ
ィアの皆さんにご協力いただきました。ありがとうございました。
来年も皆様の出品をお待ちしております。

仕事や生活などの困りごとを共に考え支援します
仕事

に関すること

生活

に関すること

お金

のやりくり

仕事や借金、家族関係など様々な理由で経済的に
お困りの方のご相談をお聞きし、各種関連機関と
連携しながら、共に考え、それぞれの状況に応じた
支援を行います。
ご相談はお住まいの区の窓口へ
月〜金曜日 8:30〜17:15
（祝日・年末年始を除く）
いのちをつなぐネットワークコーナー
若松区役所 保健福祉課

TEL ７６１−５３２１
（内線 430）
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◆ܒڙƛƅǀƤูǈໂƜ  ȟڕϟञৼした
項目にチェックを入れて下さい。
◆ܒڙफ़ࡲݻफ़థの記入をして下さい。
（H30.3.6〜H31.3.4 の間に受けたもの )

◆ȆǍȜǱǠÁȔǈ  ෦ 貼って下さい。
◆ٱ݉ƺࣅなど記入漏れのないように
して下さい。
応募締切 ൠণశڕథÏڕÐுథࣼЊۿ
ポストに投函する際は62円切手をお忘れなく

( 市民センターや社会福祉協議会の
応募箱に投函する際は切手不要です）

お問合せ：北九州市社会福祉協議会

生活福祉課

☎（0 9 3 ）8 7 3 1 2 9 6
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