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男性高齢者のためのふれあい料理教室
赤い羽根共同募金街頭募金活動

男性高齢者のためのふれあい料理教室
市民とボランティアのつどい
赤い羽根共同募金街頭啓発活動
新1年生へランドセルカバー贈呈

新年のごあいさつ

会

長

半 田 康 行

協働により推進されておられ
ます︒
一 方︑地 域 福 祉 の 課 題 は︑
複数年の継続的取り組みが必
要なものや関係者相互の協働
が必要なもの︑また︑平成
年度からは介護保険制度の見
直しにより生活支援サービス
の強化・充実など︑ますます
複雑多様化しています︒
こうした状況を踏まえ︑今
後の地域福祉活動は︑様々な
課題を地域全体で共有すると
ともに︑活動の目標や計画を
明確にし︑これまで培ってき
た活動の成果や築いてきた地
域の絆・文化を活かしながら︑
新たな活動を展開するという
進行管理が大切です︒このた
め︑高齢者の仲間入りをした
団 塊 世 代 を は じ め︑地 域 の
様々な人材を掘り起こすなど︑
一人でも多くの人を地域福祉
活動に巻き込みながら︑皆が
安心して暮らせる支え合いの
まちづくりが推進されること
を 期 待 し ま す︒
皆様のご健勝と
ご多幸をお祈り
申し上げます︒

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。

北九州市八幡東区社会福祉協議会

新年あけましておめでとう
ございます︒
区民の皆様には︑
日頃より社会福祉協議会の諸
事業に深いご理解とご協力を
いただき︑厚くお礼を申し上
げます︒
八幡東区社会福祉協議会で
は︑最も重要な取組の一つと
して﹁ふれあいネットワーク
事業﹂の﹁見守り・助け合い・
話し合い﹂の活動を推進して
います︒
特に昨年は︑各地区社協が
活動内容の工夫や地域の特
徴・特性を活かした事業を展
開し︑本事業の充実・発展に
寄与していただきました︒
事業の最前線で活動されて
いる福祉協力員︑ふれあい通
信員︑ボランティア協力員を
はじめ︑支援活動を担う民生
委員児童委員や関係機関・団
体等の皆様のご尽力に心から
感謝申し上げます︒
ま た︑
﹁高 齢 者 の サ ロ ン 事
業﹂
﹁次 世 代 地 域 福 祉 活 動 者
育成事業︵ウェルクラブ活動︶
﹂
﹁小地域福祉活動計画づくり﹂
についても︑自治会や老人ク
ラブ等︑様々な福祉団体との
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【1】第44号

あけまして おめでとうございます
社会福祉協議会の地域福祉活動推進に、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
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第44号【2】

永年にわたる社会福祉活動への貢献 ありがとうございます
平成26年度 社会福祉大会において社会福祉協議会会長表彰・感謝状など受賞の方々（八幡東区内活動者）
（敬称略）
北九州市社会福祉大会 11月16日（於）ウェルとばた

全国社会福祉大会

11月21日 （於）
日比谷公会堂

◆北九州市社会福祉協議会会長表彰・感謝

◆全国社会福祉協議会会長表彰

・社会福祉奉仕者（個人の部）
里親の会
宇津 定七
福祉協力員 山中 英生（枝光北地区社会福祉協議会）
福祉協力員 豊福 和男（枝光北地区社会福祉協議会）
福祉協力員 麻生
隆（枝光北地区社会福祉協議会）
福祉協力員 芳賀 文明（枝光北地区社会福祉協議会）
福祉協力員 太田 義治（尾倉第一地区社会福祉協議会）
福祉協力員 井上 輝明（尾倉第一地区社会福祉協議会）
藤井 秩子・松枝 敏子・山見 寅德・黒岩 功光・
櫻井
弘・白石 法美・志賀 三知男
（シルバーひまわりサービス送迎ボランティア）
・社会福祉事業団体役員
田川 信達（尾倉第三地区社会福祉協議会）
井上 三男（大蔵第一地区社会福祉協議会）
成重 正康（大蔵第一地区社会福祉協議会）
藤原
昇（大蔵第一地区社会福祉協議会）
・社会福祉事業施設役・職員
西
玲子・大沼 芳隆・吉田 広居・中村 勉啓・
宮本 良輔・岡
恵美（年長者の里）
田邉 ゆり子・春本 孝志（ケアハウス八幡）
寶﨑 祐子・安永 和子（大蔵園）
武内 桂子（穴生デイサービスセンター）
宇野 敬一・松永 みゆき・土井 文佳・
山田 妙子（正寿園）
太田 真由美（グループホーム大蔵）
髙尾 育美・外野 愛子（グループホーム山王）
松永 明子（グループホーム白銀）
藤木 香織・上田 美和（グループホーム八幡）
田中 禮子・惠上 啓子（年長者の里 在宅介護支援センター）
藤崎 陽子（生活支援ハウス八幡）
福島 加奈子・宮本 彩矢子（たつのおとしごクリニック）
高橋 恵美子（養護老人ホーム西峰園）

・施設功労者表彰

福岡県社会福祉大会 10月21日（於）春日市クローバープラザ
◆福岡県共同募金会会長表彰
優良地区会長表彰 八幡東区支会 代表 芳賀
会長感謝 北山 清種
会長感謝 見増 勲功
特 別 賞 福岡県立八幡高等学校

茂木

杉園 弘充（杉の実福祉会）
井上 美穂（年長者の里）
堀田 久美（年長者の里）
・社協優良活動表彰 大蔵第三地区社会福祉協議会

受賞者代表謝辞を述べる田川信達さん

北九州市立年長者研修大学校

人生は６０からがおもしろい！

周望学舎・穴生学舎研修生募集
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。楽しい雰囲気の中で仲間と一緒に
学びませんか？
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！
詳しくはお気軽にお問い合せください。

申し込み 平成2７年２月２日
（月）
〜２月20日
（金）
※土・日・祝日は閉館

【受講期間】平成 2７年 4 月〜平成 2８年 3 月
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 小倉北区新高田二丁目 29−1
TEL 591-2626 FAX 591-2629
穴生学舎 八幡西区鉄竜一丁目 5−1
TEL 645-6688 FAX 645-6661

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
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〜八幡東区内 地区社会福祉協議会の活動紹介〜

地域に参加、知り合って笑顔
八幡東区には、21 の地区社会福祉協議会が組織され、「みんなが安心して暮らせる支え
合いのまちづくり」を共通理念に、歴史や地域の特性を大切にしながら地域住民が主体と
なって各地区独自の地域福祉活動を進めています。
地区社協の基本活動である「ふれあいネットワーク活動」では、
「見守り」
（気づき）
・
「助
け合い」（行動）・「話し合い」（ふりかえり）のしくみの中で、日常生活のちょっとした助
け合いを行うことで、誰もが「住みなれたまちで、安心して暮らしたい」の願いの実現に
むけて、福祉協力員・ふれあい通信員・民生委員などチームワークで活動しています。
高 見
地区社協

第２回全体研修会開催

小雪舞い今季一番の寒波襲来と
なった12月６日㈯高見市民センタ
ーにて高見地区社協第２回全体研
修会を開催しました。当日は福祉
協力員やふれあい通信員さんなど
62名の参加があり、昼食をはさん
で講義を受けました。昨年度まで
５月と翌３月に開催していた研修を、３月で交代する委員さんも多い事
から、半期を振り返りこれからの活動の為にと、今回12月の開催とし
ました。午前中は、超高齢社会の中での地域の役割や、その中で私たち
にできる事について考えました。結果、気負うことなく普段の関わりの
中から、以前のような「向こう三軒両隣」の関係を取り戻すことの必要
性を再認識しました。また午後の講義では、今年度から一層の取り組み
を検討しているサロン活動について講義を受けました。茶話会的なも
のだけでなく、様々な活動で交流を深めている地域の事例は参考にな
りました。参加者の皆さまも気持ち新たに会場を後にしていました。

槻田第一
地区社協

「地域で健康」カローリング大会

毎年10月10・11・12日の３日間、地域住民の交流と健康アップ
を目的に自治区会と協力してカローリング大会を行っています。
槻田小学校の体育館を利用させて頂き、始めの２日間が準備と
練習日で３日目が本番です。槻田市民センター職員や槻田小学校
の先生方と一緒に地域で楽しく、また、子どもから大人まで競技
に熱中しています。今年は大人チーム48、子どもチーム10で参加。
朝のラジオ体操から始まり、ゲーム時間
９時から14時30分まで、ワイワイと応
援の声が体育館に響き、ゲームの対戦案
内の呼び出しが聞こえないぐらいです。
最後は、優勝・準優勝・第三位が２チー
ムの表彰を行い、大盛りあがりで大会が
終了しました。
今後、多数の住民チームの参加が出来
ますように、活動の輪を広げたいと思っ
ています。

槻田第三
地区社協

明るく、楽しい“ふれあいサロン”

毎月第３火曜日13時30分から２時間程度、槻田第三区区民館
で“ふれあいサロン”を開催しています。平成25年12月に開設し、
１年が経過しました。
「初めての方大歓迎！」
「誰でも自由に集まり、楽しくおしゃべり！」
「何をするかは、おしゃべりをしながら決めよう！」からスタート。
わいわい・がやがやと結構楽しく集っています。みんなで歌う音
楽療法、絵手紙の作成、ひまわりタイチーや盆踊りの練習、高炉
台公園で健康づくり遊具の使い方の受講と散策、幸福の黄色いハ
ンカチの映画鑑賞、三味線で
民踊を唄うなど、相互交流の
場としてたいへん喜んでいた
だいております。
現在33名が入会、毎回20
名程度が参加しており、お世
話役の皆さまのご協力には深
く感謝しております。

槻田第五
地区社協

エコ学習ツアー”学び”と”ふれあい交流”

加齢と共に心身機能の衰えや出不精になってくることから、高齢者の
ふれあい・学習の場として、例年、エコ学習ツアーを実施しています。昨
年は45名の参加を得て、11月25日に実施しました。
午前中は井手浦浄水場を視察し、食生活に欠かせない水道水の水源･浄
水・配水過程等を学習。飼育している金魚に異常がないか・浄化が適切に
行われているか等を24時間体制で監視
し、安全・安心な飲料水を供給している
とのことで、あらためて、水の貴重さ・
大切さを学びました。
午後からは、白野江植物公園に移動。
日頃、足腰を動かしていない人も互いの
励ましあいで山頂広場（標高110ｍ）を
目指し、もみじ舞い散る散策路に癒され
て晩秋の紅葉を満喫しました。
帰りの車中では会話も弾み、景品目当
てのじゃんけん大会を締めにし、一日を
通し素敵なふれあい交流ができました。

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。
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河 内
地区社協

ウェルクラブ活動から

河内ふれあいネットワーク恒例行事の一つであるウェルクラ
ブ活動には、本年度４名（３年生２名、４年生１名、５年生１名）
が参加しました。児童数が少ない河内は、初めて３年生の参加
がありました。７月22日のウェルクラブ発会式に始まり、河内
クリーンウォーク・高齢者との小学校運動場でのグランドゴル
フ・小学校和室での高齢者のふれあい見守り活動を実施しまし
た。８月９日「市民とボランティアのつどい」は台風11号の影
響で中止となりまし
た が、８ 月 22 日 の
活動発表会では、よ
い体験ができ、河内
の高齢者とのふれあ
う機会が多くなった
とうれしい報告があ
りました。

枝光第一
地区社協

ふれあいネットワーク事業の推進

大多数の人は、住み慣れた地域で一生涯を過ごして生きたい
と考えているのではないでしょうか。
心を打ち解けられ、喜怒哀楽を分かち合える人間関係を築い
て地域で生活を送られることは理想です。しかし、理想と現実
は中々うまくいかないのが現状です。
隣人が困難に直面した時には助けが必要です。手を差し伸べ
る手段として、当社協には「ふれあいネットワーク事業」があ
ります。その充実を図るため、6月の総会に始まり7月・11月
は山王地区、9月・12月は上本町地区、年度末には合同で会議
を開催し、そのつど住民の様々な問題が議論され、行政への陳情、
地域や隣近所での解決できる問
題などの対応について話し合いま
す。
日頃からお互いに声を掛け合い
助け合える地域づくりを心がけて
いかなければなりません。

枝光第二
地区社協

どんど焼き

毎年１月中旬、昔ながらの地域行事「どんど焼き」を自治会・枝光八
幡宮氏子会と共に行っています。
「どんど焼き」とは小正月（こしょうが
つ＝1月15日）の行事で、正月の松飾り・注連縄(しめなわ)・書き初め
などを家々から持ち寄り、一箇所に積み上げて燃やすという、日本全国
に伝わるお正月の火祭り行事です。どんど焼きの火にあたったり、焼い
た団子を食べれば、その１年間健康でいら
れるなどの言い伝えもあり、無病息災・五
穀豊穣（むびょうそくさい・ごこくほうじ
ょう）を祈る民間伝承行事です。当地では、
育成会他有志による餅つきによるつきた
てのお餅を来場の皆さんに振る舞い、ま
た地域の子どもたちによる松明行列によ
る青竹櫓（やぐら）への着火などを通じて、
地域の高齢者、青少年子どもたち全ての
年齢層が参加し楽しめる伝統行事として
数十年（数百年？）続いています。

高 槻
地区社協

第44号【4】

次世代地域福祉活動の展開で子ども達がウキウキ!!

地域の宝“子ども”を大切に育てるのが地域に課せられた役割です。
一年一年小学校に入学する生徒は減少し、運動会・学芸会も学年ご
との行事がままならないのが現状です。それを指をくわえて見てい
るのでは、地域に活気が出ません。子ども達の元気さと笑顔が地域
を活性化させ、高齢化のまちが変貌するのです。
昨年は、子ども達に何かに挑戦してもらうため、考えられる企画
を用意して、市民センターを中心に、ボランティアの協力により展
開してきました。
夏休みウキウキクラブでは、夏休み自主学習を行なった後、スポ
ーツチャンバラ、簡単なクッキング、
工作体験、風船づくり、盆踊等に挑
戦して楽しい時間をエンジョイしま
した。特に、夏休み最後の一日をそ
うめん流しを行い楽しみました。期
間中、総勢370名の人たちが参加し
て、世代を超えた交流が出来ました。

大蔵第一
地区社協

“手をつなげば明日が見える…”

当地区社協は､全20町会の65%が40%以上の高齢化率町会で
占められ、一段と少子高齢化（世帯数2051世帯4134名、高齢化
率40.6％〜 26.9月末市資料）が進行中です。一方、地域は北九州
国定公園に隣接し、比較的治安も良く自然環境にも恵まれ、気風
も穏やかな処であり、こういった
地域資源を活かしながら、地域
福祉向上に努めております。特に
11年目の大蔵ウエルクラブ活動
（次世代地域福祉活動者育成事
業）を重視しております。
併せて、“幼老共生”をモットー
に大蔵小学校の生活科、総合的
学習への授業支援を7年に亘り続
け、高齢者宅への訪問、子どもた
ちによる高齢者の学校への招待
など一段と交流を深めております。

大蔵第三
地区社協

はじける笑顔・拍手と声援

雲ひとつない秋晴れの下、
敬老の集いが、９月28日に大
蔵小学校体育館で開催され、
500名もの年長者の方が歌に
踊りに笑顔もはじけて大盛況
でした。
大蔵学童保育クラブの子ど
もさんたちによるオープニング、大蔵小学校６年生の皆さんからの
お祝いの言葉、消費生活センターの方からは最近の悪徳商法の特
徴と対処法についてお話がありました。
後半は特別出演のストリートダンス、地域の方々による歌・踊り・
民謡を披露、途中リラックス体操で体をほぐして、最後は特別出演
のバンド演奏で締めました。懐かしい曲目が続き、会場の全員が聞
き入っていました。
大蔵第一・三区の社協、自治区会を始め、地域のたくさんの皆様
のご協力により、
けがや事故もなく無事に終わることが出来ました。

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。

【5】第44号
尾倉第一
地区社協

八幡東区社会福祉協議会だより

年長者ふれあい交歓会

75歳以上の年長者と74歳
以下のひとり暮らしの皆様を
お招きしての尾倉地域では最
後となるふれあいの集いを、
立冬過ぎの11月16日㈰に尾
倉市民センターにて多数の来
賓のご臨席のもと催しました。
福祉協力員（町会長）や民生委員の方々が、精一杯の“おもてなし”
を心がけてお迎えし、皆様には恒例の豚汁を食べていただきました。
また、日本舞踊や童謡のカラオケ合唱、さらに今年は地域の花と緑の
スライド紹介や子どもたちによる、ねぶたの太鼓とお囃子を楽しんで
いただきました。
11月半ばということで心配した天候も持ち直し、無事に集いを終え
ることができ、親睦を深め満足されたお顔で家路につかれる参加者の
姿を拝見して、催しの世話に当たったスタッフ一同の苦労が報われる
思いがしました。

尾倉第二
地区社協

防犯パトロール

尾倉二区は他の地区と比べ高齢者が多い町ですが、地理的に
は、広くありません。
夜間の防犯パトロールは、しっかりとやっています。拍子木
を叩いたり、笛を吹いたり、又大きな声を出して火の用心・戸
じまり用心と夜回りをしております。地域の皆様にはほんの少
しでもお役に立てればという思いで廻っています。１時間足ら
ずの夜回りではありますが、歩くという事はとても健康にいい
事だと思っております。これから寒さが身にしみ入る季節です
が、寒さに負けずしっか
りと地に足をつけて頑張
って行きたいと思いま
す。一に健康、ニに健康、
何をするにも健康が一番
です。健康である事に感
謝するのみです。

尾倉第三
地区社協

「楽しくふれあう町づくり」から

地域の人々が「思いやりの心」で交流を深め合う「楽しくふ
れあう町づくり」を目指し、数多くの「ふれあいの場｣を提供
しています。
年間を通しての「ふれあいの場｣は、
①年長者ふれあい交歓会、
②地域の一斉清掃を通してのボランティア活動、
③エコバスツ
アーの郊外交流、また④ＤＩＧや⑤
「防犯・防火・薬物乱用防
止パトロールと講演会」では、皆で地域を守っていくための、
地域に必要な一員として交流をしています。
写真は「年長者ふれあい交歓会｣のものです。演芸は地区の
尾倉中学校生徒の太鼓
演奏、地区有志の踊り・
椅子に座ってのリラッ
クス体操・ピアノ演奏
での懐かしい歌の合唱、
最後に空くじなしの福
引を行っています。

枝光北
地区社協

平成27年１月15日

ふれあいネットワーク活動

平成22年に市・区社協が新たに始めた「ふれあいネットワーク事業の
充実強化の取組」のモデル地区に指定され、より実践的な活動を行うため、
次のような近隣圏域を設定しました。
①９人の民生委員をリーダーとし、その担当区域内の福祉協力員やボラン
ティア協力員で構成する。自治委員も活用する。まち協の評議委員会
や社会福祉部会、自治区会とも連携する。
②近隣圏域ごとに要支援者・見守り対象者をリストアップし日常的に見守
り活動を行い、更には助け合い活動へ発展させる。
③ネットワーク委員会は、１回／２ヶ月市民センターの多目的ホールに集
まり、連絡調整会議として全体会議とブロック会議をおこなう。この
会議には、区社協やいのちをつ
なぐネットワークの職員にも出
席を願い、指導・助言を受ける。
④地域包括支援センターとの連
携は特に密にする。
以上のような方針で、活動して
います。

中央第一
地区社協

福祉の心とウェルクラブ活動

ウェルクラブ活動も、11年目を
迎えました。
「継続は力なり」の言
葉通り、地域年長者の方々や障害者
施設の方々にも、この活動が少し浸
透・認識して頂いたのではと思って
います。
今年度の授産施設エルピス訪問の
際も、始めは遠慮がちだった子ども
達が、徐々に施設の方々に打ち解け、
一緒に作業をして、最後には皆で西
瓜を頬張ったりする様になり、その
成長ぶりを嬉しく思いました。
子ども達に労わりの心や思いやりの心を育んでほしいと、こ
の活動を推進してきましたが、何時の日か彼らが大人になった
時、福祉の心の実を実らせてほしいと頑張って活動を続けてい
ます。

中央第二
地区社協

楽しく学べたふくしのまちづくり講座

「人にやさしく元気で支え合いのまちづくり」〜笑顔であいさつ健康長寿〜をス
ローガンに３回にわたり勉強会を終了。１回目は地域行事と同時進行で「交流会」。
地域に参加知り合って笑顔、参加者がハワイアンメロディーに合せて炭坑節を踊
り大きな輪になって楽しみ満足感にひたりました。２回目は「人づきあい・笑っ
て健康」講師の赤松先生のすばらしい話術、身ぶり手ぶり、寸劇や仮装、プロも
負けそうな歌等々時間が足りない程でした。その中でコミュニケーションのとり
方、人と人とのいい関係、ストレスが健康に影響する事等学びました。地参地笑
がこれから先も大切である事を実感。３回目
は「認知症を知ろう!」介護経験をされた先
生のお話だけにとてもわかりやすく、いつ自
分が介護されるか、介護する立場になるかを
考えるいい機会になりました。又、男性はこ
の講座とは別に男のふれあい料理教室（健康
料理）を２回行いました。
今回の講座を有効に活用し、今後の地域活
動に反映させ、いつまでも笑顔を忘れず健康長
寿を続けていける“まち”にしたいと思います。

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。

八幡東区社会福祉協議会だより

平成27年１月15日
前田第三
地区社協

ひとり暮らし年長者交歓の集い

毎年11月に実施して
いる、ひとり暮らし年
長者交歓の集いが、昨
年も11月9日㈰に平野
市民センターの多目的
ホールで実施されまし
た。
当日は、あいにくの
雨模様でしたが社協の役員やボランティア協力員を含め94名が
参加し、会食をしながら地域の有志による剣舞や舞踊を楽しみ、
三味線やギター、ハーモニカの伴奏に合わせて、みんなで懐かし
い歌謡曲や童謡を大きな声を出して合唱しました。
後半には、民舞の会による勇壮な太鼓と踊りに感動し最後に出
演者と参加者が一緒になってソーラン節を踊り日頃のストレスの
解消をするとともに地域の結びつきをより強くした楽しいひと時
となりました。

前田第四
地区社協

男性高齢者 ふれあい料理教室

10月18日㈯と25日㈯の両日、
前田第四地区社協と区社協主催で
初めて、平野市民センターで開催
しました。区社協中江事務局長を
含め12名の参加がありました。東
区食生活改善推進員協議会より３
名、平野市民センター食進員２名
計５名の方の指導を頂きました。
東区食進員の長尾会長より、献立の「さばの味噌煮・ホウレンソ
ウのおひたし・かき玉汁」の調理方法の説明を受け、米の研ぎ方
から教えを頂きました。皆さん初めての挑戦で、包丁さばきや、ゆ
がき方などに悪戦苦闘の連続でした。
「私の班の方が美味しそうだ
」
「いや私たちの班だ」と各班とも和気会い合いに作りました。
反省会では、
「妻の有難みが良く判りました」との感想が出まし
た。食進員さんより「男性も実際に作って、料理の楽しさを味わっ
て下さい」と言われました。

まずは、日常のあいさつから…。
ふれあいの中でこころがひらけます…。
こころの開きが、信頼関係を生みます…。
実行しましょう！

こ んきよく！…………… 根気よく！
こ えかけ！……………… 声かけ！
ろ うにゃくなんにょ！… 老若男女！
どんなまちで老いを迎え、どんなまちを
子や孫に手渡しますか？

主役は「あなた」です。

尾倉第四
地区社協

第44号【6】

いつもの生活の中で、想定外を想定して、安全なまちづくり

尾倉第四地区社協では、東日本大震災後、地域の防災につい
て考える事業を始めました。今年も八幡東消防署のご協力で、
災害時の避難所におけることなどについて、グループワークを
行いました。参加したみなさんは、ふだん、ご近所付き合いが
ない方から食料が無くなったので分けて欲しいと言われた時ど
うするかや、避難所に届いた食料が足りない時はどうするかな
ど、とても考えさせられる設定について活発に意見交換してい
ました。
い つ も の 生 活 の 中 で、
想 定 外を想 定して、安 全
なまちづくりをしていき
たいと思います。

尾倉第五
地区社協

楽しく学ぶ災害図上訓練・DIG

「地域の皆さんが、安全で安心して暮らしていけるように」と
の思いから、昨年の６月18日、地区社協として始めての災害図
上訓練を、八幡東消防署のご指導により帆柱団地集会所で開催
しました。
参加者 63 名は各町会単位で８グループに編成し、町会の役
員や自治委員等々顔なじみの方々と一緒に、全員で地図を囲み
ながら楽しく勉強させて頂きました。
DIG( 災害・想像・ゲームの頭文字 )は、地域で災害が発生した
場合を想定し、地図への書き込みを通して参加者全員が主人公
となって防災力を高める訓練ですが、初めての参加にしては活
発な意見や提案等も多く、楽し
く賑やかに和気あいあいと学び、
予定の時間も越え、参加者の熱
意に驚きました。
今後も自然災害から家族や近
隣方々を守るために、継続的に
実施したいと思っています。

前田北
地区社協

ふれあいネットワークの研修会の開催

ふれあいネットワーク活動として
年2回の研修会を実施しています。
今年度の1回目は、11月6日㈭19時
から前田市民センターで開催しまし
た。
今回は、特に福祉協力員である
町内会長等を対象に初めての夜の
開催でした。研修の目的は、
「ふれ
あいネットワーク」を通して、地域の皆様が安心して暮らせるよう特に
高齢者の方への助け合いのお手伝いをするための活動です。
研修内容は初めに、八幡東区社協の事務局から「社協の活動とふれ
あいネットワーク活動について｣のお話があり、市や東区の高齢化の現
状と課題、そしてその解決策の提示がありました。次に、市立消費生活
センターの主任相談員から「気づいて つないで 守る 高齢者の消費
者トラブル」についての講演があり、“高齢者を消費者トラブルから守
るために、あなたもできることがあります”とのお話をいただきながら
具体的に「どのような話しかけ方」をすることが良いかを学びました。
今回の研修が、非常に参考になりましたので地域の皆さんに、お役
に立てるような活動をしていきたいと思いました。

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。

八幡東区社会福祉協議会だより

【7】第44号

シルバーひまわりサービス

ボランティア・市民活動センター
コ ー ナ ー

送迎ボランティア

資格は
不要です

養成講座

平成27年１月15日

シルバーひまわりサービスとは、家庭内において外
出することが困難な65歳以上の高齢者に対して通院
や買い物などの外出時に社会福祉協議会所有の福祉車両を使い、
ボランティア活動者が送迎のお手伝いをするサービスです。

Voice Mini
ボランティア・市民活動センター
八幡東区西丸山町2-1
八幡東区社会福祉センター内
TEL 662-0911 FAX 662-5671
E-mail:yahatahigashi-vc@kitaq-shakyo.or.jp
http://www.kitaq-shakyo.or.jp/higashivol/

日時

平成27年1月20日㈫ 13:30〜15:30

場所

八幡東区社会福祉センター（八幡東区役所南隣）
八幡東区西丸山町２１

●内

容：

時

間

内

容

13：30 〜 14：30

■交通講話

講師：八幡東警察署交通指導係長

14：30 〜 15：30

■「シルバーひまわりサービス｣事業について

●対 象 者：シルバーひまわりサービス事業に協力できる方。
ボランティア経験のない方も大歓迎！
●定
員：30名程度（先着順）
●申込方法：八幡東区社協ボランティア・市民活動センターへ次の
内容を電話、又はFAXでお申込みください。
①氏名
③住所

②年齢
④電話番号

ボランティア通信

くろ〜ずあっぷ

参加は

無料!!
無料!!

◆申込・問合せ先◆
八幡東区社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター
電話 6620911・FAX 6625671

八幡東区食生活改善推進員協議会

明けましておめでとうございます。
「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに“ヘルスメイト”の愛称で、食を
通した健康づくりのボランティアとして、健康づくりを中心に地域に根ざした食育
の推進、食文化の普及と継承、地産地消の推進、環境に配慮した食育等、生活習慣
病の予防及び改善に繋るような取組みをしています。
65歳以上のお一人暮らしや夫婦のみの世帯を対象に、区内12ヵ所の市民センタ
ーで「ふれあい昼食交流会」を毎月1回開催しています。栄養バランスの良い献立
を調理して会食し、食後は歌やゲームなど楽しいひと時を過ごします。
また、私たちと一緒に調理実習をする「楽しい健康料理普及講習会」や「男性のための料理講習会」「おや
この食育教室」なども随時開催しています。参加ご希望の方は、最寄りの市民センターへお問合せ下さい。
今年もよろしくお願いいたします。

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。

月

誰もが安心してくらせる支え
合いのまちづくりのために︒﹀
塚原 辰夫 ︵帆柱四丁目︶
︿健康で生きがいを感じる
社会生活を目指す支え合いの
まちづくりを願って︑会員総
意の社会貢献︒﹀
北九州市防災協会八幡東支部

めざして社会貢献︒﹀
北九州八幡ライオンズクラブ
︵中央二丁目︶

共同募金は、この広報紙発行にも役立てられております。

ご寄付

月1日から

︿チャリティボウリング大
会の収益金を︑地域の安全安
心を願って社会貢献︒﹀
ほか匿名三件

故 塚原 宗青
︿永年茶道を究められ︑茶
道を通じて多くの方とふれあ
いを広めてこられた故人の御
遺志︒﹀
㈲秀文社印刷
︵戸畑区境川二丁目︶
︿創業 周年を迎えたこと
を記念して︑さらに 周年を
100

ありがとうございます
社会福祉に役立ててくださ
いと︑次の皆さまからご寄付
がありました︒

年

この浄財は︑八幡東区社協
のふれあいネットワーク活動
などの各種福祉事業に有意義
に使用させていただきます︒
︵平 成
日まで受付︒順不同・ 敬 称 略 ︶

辰美︵ 春日市紅葉ヶ丘西︶

香典返し寄付
轟

故 北園 シヅ子
静子︵高見二丁目︶
故 越智 サク

故 轟 絹子
北園 義麿︵大蔵一丁目︶
伊原

春子

◆お問い合わせ先：八幡東区社協ボランティア・市民活動センター TEL662-0911

24

小金丸 允代︵西本町三丁目︶
故 小金丸 義彰
坂口 シヅエ︵末広町︶
故 坂口 法次郎
茂俊︵祝町二丁目︶
古場
花田

八幡東区にお住まいの女性の方より、手作りの
はぎれなどを使ったポーチや財布、貝細工のアク
セサリーなどを、子どもたちやがんばっているお
母さんにプレゼントしたいと、八幡東区社協に届
けられ、母子生活支援施設に贈りました。
子ども達やお母さん方からは、心こもったひと
針、
ひと針の温かさに感謝の言葉をいただきました。

事前予約・相談料

故

篤志寄付

祇園原町梅田様とお友達より【ペットボトルキャップ】

50

たくさんの方が、ボランティ
ア・市民活動センターに日々の
生活の中で集められたものを持
ってきてくださいました。たく
さんのご協力、ありがとうござ
いました。
これからも、
「できることを少
しずつ」ご協力よろしくお願い
九州電力㈱八幡営業所様より【使用済み切手】
いたします。
（10月から12月まで受付分）
・ペットボトルキャップ：15件
・使用済み切手：4件
・インクカードリッジ：7件
・プルタブ：19件
年賀状印刷後の使用済みイン
クカートリッジもぜひお持ち下
さい♪

12

それぞれの思いを︑ご寄付
の形でよせられました︒ご紹
介します︒

〜収集活動〜

10

田坂 嘉男 ︵西本町四丁目︶
︿住み慣れた八幡東区で︑

今からすぐできるボランティア活動

26
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八幡東区社会福祉協議会だより
平成27年１月15日

♥ あったかエピソード ♥

