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年長者の里ケアハウス八幡
年長者の里ケアハウス八幡
年長者の里ケアハウス
八幡
利用者の皆様から

始動！

北九州シティオペラ様から

（株）芳賀様から

〜「絆」サポーター募集〜
○「絆」基金への寄付
北九州市社会福祉協議会総務課
○「絆」ボランティア登録
ボランティア・市民活動センター

☎（093）882−4401
☎（093）
881−0110

目的 市民と行政が協働して、一時的避難場所等の提供や生活再
建の支援を行います。
市社会福祉協議会

芳賀会長を代表に、自治総連合

会、民生委員児童委員協議会、高齢者福祉事業協会、ホームレ
ス支援機構、商工会議所、市の７者で構成されています。
コンセプト

私たちの街 北九州市。

温かく迎えて、新たな人生を歩き出す
第二のふるさとにして欲しい。

「絆」プロジェクト北九州とは

構成団体等

縁あって来られた

構成団体がそれぞれの持ち味を活かして連携し、受

け入れから生活再建支援を一貫して行います。
また、
「絆」サポーターとして、運営資金の寄付やボランティ

そんな想いが形になってスタートします。

特

集

北九州市地域福祉活動
…2〜3 ページ
第四次計画「住民ふくしの元気プラン」
と
平成23年度北九州市社会福祉協議会事業計画

連

載

ひと&ひと
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「〈地域〉と〈施設〉をつなぐ〈ボランティア〉
その可能性を引き出すボランティアコーデ
ィネーションとは」

最 前 線
イベント情報・民生委員だより

6 ページ

シ リ ー ズ
あなたのまちの校（地）区社協
若松区鴨生田地区

アの協力を企業や市民の皆様に広く呼びかけ、公的支援の枠を

伝 言 板

超えた新たな支援の創出を目指します。

寄付・賛助会員

7 ページ
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北九州市地域福祉活動第四次計画

特
集

「 住民ふくしの元気プラン 」と

本年度から北九州市地域福祉活動第四次計画「住民ふく
しの元気プラン」がスタートしました。
地域福祉活動計画は、住民の福祉課題の解決のために、
住民や民間団体が行う様々な活動と、公私にわたる必要な
社会資源をどう関係づけていくかなどを組織だって体系
的、年度ごとに整理したものです。
本市では、平成６年度からこの計画の取り組みを始め、
17年間で３つの計画を推進してきました。
社会の変化を踏まえ、これまでの取り組みの成果を土台
に平成23年度から５年間の指針となるのが北九州市地域
福祉活動第四次計画「住民ふくしの元気プラン」です。

４つの基本目標と12の基本項目
基本理念を目指すため、４つの基本目標と12の基本項目
に整理しました。
これらの基本項目は、各年度の社会福祉協議会の事業計
画に反映され取り組まれていくとともに、様々な関係機
関・団体が協働して推進していきます。

【「住民ふくしの元気プラン」に関する問合せ】
福祉部地域福祉課 ℡ 873−1296

住民みんなを元気にする４つの性格！
１

地域社会の福祉課題の解決のための民間の立場から
の行動計画
２ 住民に最も身近な小地域を原点とする計画
３ 社会福祉協議会の活動指針となる計画
４ 行政計画を行政と協働して促進する計画。

「住民ふくしの元気」プランをふまえた
北九州市社会福祉協議会
平成23年度事業計画

みんなが力を合わせ進める５ヵ年間！
期間は平成23年度から平成27年度までの５ヵ年間で、
社会福祉協議会が中心となって、構成団体をはじめ地域福
祉に関係のある機関・団体と協働しながら計画的に進めて
いきます。

現在、国内では今回発生した東日本大震災による深刻な
被害により未曽有の危機に瀕しており、国民をあげた復興
の取り組みが急務となっています。
このような中で私たちを取り巻く環境も日々激変し、家
族や公的制度だけでは対応できない様々な問題に対し、地
域全体で取り組むことが求められています。
本会においては、更なる組織体制・基盤強化に努め、次
の４つの基本目標と12の基本項目に沿って事業を遂行し
ます。

２つの考え方を基礎とした基本理念
「みんなが安心して暮らせる
支え合いのまちづくり」
基本理念は、
「ノーマライゼーション」と「住民主体」とい
う二つの考え方を基礎として、
「 みんなが安心して暮らせ
る支え合いのまちづくり」という言葉で表しています。

基本目標Ⅰ：
みんなで福祉の風土を広げよう

３層の社会福祉協議会の推進基盤の強化

１ 広報・啓発の強化

校（地）
区・区・市社会福祉協議会は、一体となってこの計
画を進めていくために、推進基盤の強化を行い、連携・協働
しながら、地域福祉活動を計画的に進めていきます。

社協活動の情報や状況がより多くの市民に届くよう、広
報紙等の発行とその活用の強化を図り、更にホームページ

私たち日鐵運輸労働組合では︑総

合物流である自社の技術・技能・ネ

ットワークを活かし過去に︑廃棄処

分される車椅子を回収しメンテナン

スを行い︑数台の車椅子から１台の

車椅子を完成させ︑会社との協力で

国内外へ車椅子を必要としている所

へ寄贈させて頂きました︒

また地域に於いては︑各組合と協

力し戸畑地区周辺クリーンキャンペ

ーンへの積極的な参加や︑毎年年末

に行う組合行事である餅つき大会

で︑つきたてのお餅を︑高齢者施設

にお届するなど︑地域社会貢献活動

を行っています︒今後も︑皆様方の

2

お役に立てる活動を継続して行きた

いと思いますので︑宜しくお願い致

します︒

紹介します！企業の社会貢献活動⑤ 日鐵運輸労働組合
社会貢献を目指した組合活動！！

平成２３年度

北九
九州
州市社会福祉協議会事業計画
市社会福祉協議会事業計画
や出前講演活動及び啓発イベントを効果的に活用し、若年
層への情報提供を行います。

基本目標Ⅲ：
関係機関･団体が手を結び､
福祉のネットワークをつくろう

2 福祉教育の推進
地域・施設・学校等と連携し、子どもを対象とした福祉
教育を推進するとともに、校（地）区社協や年長者研修大
学校の機能を活用した福祉課題の学習の場を市民に提供
します。

1 社会福祉関係機関・団体との連携・調整
小地域福祉活動の推進を図るため、校(地)区社協の連絡
調整会議への民生委員・児童委員や専門職等の参加や、社
会福祉関係機関・団体の専門性を校(地)区社協活動に活か
す取り組みを進めます。

3 地域福祉人材の育成
小地域福祉活動の人材不足・高齢化等の課題に対応する
ため、市・区社協による地域福祉人材の育成に加え、校（地）
区社協による新たな活動の担い手や、ボランティア・市民
活動者の育成を行います。

2 共同募金会との連携
民間の福祉活動財源であり、計画的に行われる募金とし
て長い歴史と実績を持つ共同募金の趣旨を多くの市民に
理解してもらえるよう、広報・啓発活動をさらに強化し、募
金額の増加に努めます。

基本目標Ⅱ：
みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう

3 小地域福祉活動計画の推進
多様な地域の福祉課題に、地域の関係団体や住民が気づ
き、中期的な視野に立った住民主体による解決を行うた
め、小地域福祉活動計画づくりを推進します。

1 小地域福祉活動の活性化
地域の課題解決のための校（地）区社協活動のメニュー
化や「ふれあいネットワーク活動」の充実・強化を図り、ま
た、各圏域で小地域福祉活動を一体となって推進するた
め、校（地）区社協会長会議・
「ふれあいネットワーク活動」
担当者会議を開催します。

基本目標Ⅳ：
一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう
1 権利の擁護と相談体制の充実

2 ボランティア・市民活動の支援

地域福祉権利擁護事業と法人後見事業による継続的な
支援を充実させ、
「ふれあいネットワーク活動」を通じて要
支援者への情報提供や、相談機関の紹介等が行えるよう、
よりきめ細かい見守り活動を行います。

地域に最も身近な窓口である区社協ボランティア・市民
活動センターの機能強化と、区域のボランティア・市民活
動センターのネットワークの育成・支援に努め、市域の組
織化を図ります。

2 社会参加・自立の支援
行政と連携して、地域において気軽に立ち寄ることがで
きる身近な居場所づくりを行います。

3 災害時の福祉救援体制づくり
「ふれあいネットワーク活動」など校（地）区社協の機能
を活かし、関係機関・団体と協働した災害時の福祉救援体
制づくりを進めるとともに、災害救援ボランティアやその
リーダーの養成、関係機関・団体との連携の強化に努め、災
害救援ボランティアセンター設置の体制整備を図ります。

3 調査・研究・提言
関係機関・団体が協働し、地域福祉活動を推進するため
の社協運営のあり方を協議する総合企画委員会を開催す
るほか、小地域福祉活動やボランティア市民活動に関する
調査を行います。

卒塾生の「 今 」vol. 3
よさこい同好会「夢追いたい」よさこい踊りで元気発信！
現在、
保育士としての経験を生かして子育て中のお母さ
んたちの力になれたらと、
子育ての悩みなどを聞き、
一緒に
考え、
助言したりと子育て支援の一環として子育てアドバイ
ザーとして活動しております、
宮尾節子さん
（3期生）
が、
今、
一番楽しく充実しているのがよさこい同好会の会長です。
09年４月に開催されました
「第１回黒崎よさこい祭り」
で
ボランティアとして参加して、
その祭りで活き活きと実に楽
しそうに躍動感溢れる演舞を繰り広げてる各チームにすっ
かり魅了され、
、
卒塾生の仲間と一緒によさこい同好会を結
成し、
09年９月に発足、
当時は20人足らずだった会員も現在
は40人となりました。
同好会では踊ることを主とする人たち
を踊り隊と言い、
演舞する時は
「夢追いたい」
チーム、
また、
踊
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り隊を支援する人たちを応援隊と呼んでいます。
月に2回、
八
幡東区高見市民センターで練習に励む中、
「踊ることを楽し
む」
のがチームのモットーでもあり、
いつも笑い声の絶えな
い練習風景です。
昨年は10件の出演要請を受
け、
いろんな所で演舞披露をし
てきました。
活躍できる場があることは
有難いと喜んでいます。
継続は
力なりで今後も
「夢追いたい」
は楽しく活動を続けていき、
踊
ることで地域に元気を発信し
ていきたいと思っています。

連
載

＜地域＞と＜施設＞をつなぐ＜

その可能性を引き出すボランティ
地域には、高齢者や障害のある方、病気の方などのた

られています。
当施設では、
意見箱を設置しており

めのさまざまな施設があります。福祉施設においては

ますが、
利用者から
「本当に楽しかった。
また来て

利用者の暮らしの質を高めるために、また、病院におい

いただきたい」
というリクエストを受けたことも

ては穏やかな入院生活を創り出すために、多くのボラ

あります。
地域の方々とのつながりに大きな意義

ンティアの協力を得ています。

を感じています。

ボランティア大学校では、地域と施設をつなぐボラ
ンティア活動の充実に向け、施設におけるボランティ

活動者も施設もボランティア活動への
理解を深めましょう！

ア活動の意義や、施設に求められる役割などについて、
施設職員やコーディネーターの方々が一緒に考え、取

八坂和子さん

り組む研修を開催することにしています。

（ボランティアグループ「一期会」会長、市社協ボランティア・
市民活動センター運営委員会運営委員）

研修企画にあたり、施設、活動者、コーディネーター
など関係者の皆さんにお話を伺いました。

特別養護老人ホーム、
病院、
保育所、
障害のある
方の施設など、
現在10箇所で活動中です。
施設ごと

利用者、活動者ともに喜びのある施設に

にリーダー役の会員がいます。
皆、
楽しく20年間も
活動を続けています。
スムーズな活動をするため
には、
施設、
ボランティア相互の話し合いを欠くこ

渡辺英雄さん

とはできません。
最初は難しいと思われたことも、

（「好日苑」施設長、前市社協ボランティア・
市民活動センター運営委員会運営委員）

繰り返し話し合うことで改善策や新しい方法が見

当施設は平成10年９月に開設し、
私は平成13年か

つかっていきます。
こちらの要望を言うだけでは

ら施設長をしています。
職員がボランティアコー

なく、
お互いの思いを伝えあうことをなによりも

ディネーターを兼任し、
地域の老人会の方や行政の

大切にしています。

出前講演、
ボランティア活動者など外部の方を積極

もちろん、
私たちも活動に対する心構えを持って

的に受け入れてきました。
正直申しまして、
当時の

臨んでいます。
活動が初めての方には、
不安になら

自分は、
ボランティア活動の意義や意味の理解は低

ないよう、
十分にオリエンテーションを行っていま

かったと思います。
市社協センター運営委員となり、 す。
会員は、
さまざまな分野での研修を自主的に行
皆さんの活発なご意見を聴き、
また自身でもボラン

い研鑽に努めています。

ティア関連のイベントなどに参加する機会も増え、

施設、
利用者、
活動者、
三者が互いに尊重しながら、

非常に触発されました。

気持ちよく

今は、
定期的にさまざまなグループや幼稚園、
保

過ごすため

育園、
さらには、
ボ

に 、理 解 を

ランティア大学校

深めること

の傾聴ボランティ

が必要です。

ア養成講座を修了

私たちが活

し結成されたグ

動について

ループ
「やまびこ」

の相談や提

の皆様も活動に来

今日は日本舞踊の会「秀峰会」による踊り。
利用者の皆さんが熱心に鑑賞しています。
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案をするの

「一期会」
（90 名）で、回数を分け、今の経済のあり
方を学ぶことを目的に、日本銀行北九州支店を見
学。他にもさまざまなテーマで研修を行い、日々研
鑽しています。前列右端が八坂さん。

＜ボランティア＞
ボランティア＞

ひと＆ ひと

ィアコーディネーションとは
アコーディネーションとは

HITO&hito

は、
施設長やボランティアコーディネーターです。

ズを満たすパートナーであり、
施設をともに
『創る』

この方たちの存在は、
非常に重要だと思います。

パートナーです。
単なる人手、
職員のお手伝いでは
ありません」
というお話があり、
参加コーディネー

職員、施設長、利用者、家族…
皆で学んでいます !!

ターは深く頷いていました。
そして、
グループに分
かれ、
活動者の楽しさ、
利用者の満足、
施設長や職員

３月13日
（日）
、
小倉南障害者地域活動センター

の理解促進などについて意見交換を重ねました。
こ

（小倉南区横代北町）で「職員研修・ボランティア

のセンターでは、
施設長・職員研修で、
ボランティア

コーディネーター研修」
第５回目が公開講座で行

担当職員だけでなく全員でボランティアについて

われ、
センター職員だけでなく、
市内、
近隣地域福

学びます。
また、
利用者や家族への説明会も行い、
施

祉施設ボランティアコーディネーター35名が集ま

設に関わる人すべての理解のもとに、
活動が行われ

りました。

ています。
それぞれの立場にあった学びの場がある

冒頭、
丹下篤嗣副センター長から
「当施設では、

のは、
すばらしいですね！

７年前からボランティア受け入れのための研修を

私たちの目指すものは…

始めました。
これまでに、
施設にとってボランティ
アとは？ボランティアが活躍する社会とは？職員

研修の最後には、
センター長 野依啓多さんから

はボランティアとどのように向かい合ったらよい 「ボランティアは
『発信者』
。
世の中をその角度から変
のか？など学んできました。
当センターでのボラ

えていくことができる」
とのお話がありました。
ボラ

ンティア募集は人手

丹下さんの挨拶（中央が丹下さん）

ンティアの可能性を信じる力強い言葉でした。

が足りないからでは

皆さんのお住まいの地域にはどんな施設があり

ありませんし、手が

ますか？施設では、
今日もボランティアと利用者

かかって面倒だとか

が交流を深めており、
心豊かに安心して暮らせる

言うことも決してあ

地域を一緒に創っていこうとさまざまな取り組み

りません。職員と一

をしています。

緒に経験を積みなが
ら
『創り上げていく』
ボランティア大学校では、
ボランティア活動者、
活
動支援者向けにさまざまな研修を企画しています。
ボランティア活動に関心のある方を対象にした研
修を年間を通じて開催するほか、例年開催している
「ボランティアコーディネーター研修」に加え、平成
23年度は「ボランティアを受け入れるための施設長
研修」
も開催します。
詳しい研修内容・日程は下記までお問い合わせく
ださい。

のが、ボランティア
活動です。
」
との挨拶
がありました。続い
て、講師、京都福祉
西村さんの講義
「お互い連携することで、アイデアの幅
が広がります。ボランティアは第三者
としての視点を持つ存在で、職員では
気がつかない点を気づかせてくれます。
そして、施設を真に、社会（地域）の一部
としていくために、施設はボランティ
アと連携するのです。」西村さんは、日
本ボランティアコーディネーター協会
（事務局：東京都新宿区）の会員として
も活動されています。

サービス協会
（本部：
京都市下京区）西村
こころさんの講義と

北九州市社会福祉ボランティア大学校

ワークショップがあ

〒804−0067
戸畑区汐井町１番６号ウェルとばた３階
TEL：881−6321
（日・月・祝日は休み）

りました。ここでも
まず「ボランティア
は施設利用者のニー
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夏ボランティア体験学習

ウェルとばた
問合せは、ウェルとばた総合案内

福祉施設やボランティアグ

☎871-7200

ループの方々と実際に活動を共

ウ ェルカムコンサート

にする「夏ボランティア体験学

地元音楽家によるミニコンサート
と き 5月12日
（木）
・7月14日
（木）12：20〜12：50
ところ ウェルとばた 2 階 交流プラザ
入場料 無料（どなたでもどうぞ）

習」を、毎年、夏休み期間を利
用して実施しています。
ボランティア体験を通して、いつもの生活とはちがう
場所で、さまざまな人と出会ってみませんか。

初 夏のをどり

みなさんの参加をお待ちしています。

日本舞踊及び和太鼓の発表会
と き 6月5日（日）
11：00〜
ところ ウェルとばた 3 階 大ホール
入場料 1,000 円

○開催日程

く きのうみ花火大会 屋上庭園開放
洞海湾で行われるくきのうみ花火大会をウェルとばた
の屋上庭園で楽しみませんか
と き 7 月下旬
ところ ウェルとばた 6 階 屋上庭園
入場料 有料

平成 23 年 7 月 27日（水）〜８月 26 日（金）間の指定
3 日間（連続）

○開催場所

市内の保育所、介護施設などの福祉施設

○参加費等

無料。但し、事前研修会や施設への交通費と昼食代等
の実費は参加者負担。
事前研修会必修。

○問合せ先

ボランティア・
市民活動センター
TEL 881-0110

小倉南区社会福祉協議会
問合せは、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

☎951-5220

民生委員だより③

第 ３回小倉南区ボランティアのつどい
ボランティアによる座談会やチャリティ公演などを
行い、ボランティアについて学び、楽しんでいただ
きます。
と き 7月2日
（土）
第 1 部 座談会 10:00 〜 12:50
第 2 部 公 演 13:10 〜 15:20
ところ 小倉南区生涯学習センター（小倉南区若園）
参加費 座談会 1,000 円（昼食代含む）
公 演 チャリティ募金にご協力ください

5/12は民生委員の日です

大正 6 年 5 月 12 日に、「岡山県済世顧問制度設置規
程」が公布されたことに由来し、毎年 5 月 12 日が「民
生委員・児童委員の日」に定められました。あわせて、
5 月 12 日〜18 日が「活動強化週間」とされ、全国
23 万人の民生委員・児童委員が PR 活動等に取り組み
ます。
北九州市では、この時期に担当地区の状況把握のた

戸畑区社会福祉協議会

め訪問活動を強化し、支援を必要とする人の状況確認

問合せは、戸畑区社会福祉協議会

と継続的な援助に努めています。民生委員には守秘義

☎871-3259

と ばた菖蒲まつり２０１１

務があり、訪問活動で得た情報を口外したり民生委員
活動以外に使用することはありません。

福祉バザーや似顔絵コーナーなどを出店します
と き 6月4日
（土）
〜5日
（日）
ところ 戸畑区夜宮公園一帯

問合せは市社協振興課
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☎882-4401

シリーズ

あなたのまちの校（地）区社協

若松区

おそろいのプチボＴシャツを着た子どもたちは、
「どん

地域の宝、子どもたちと
進めるウェルクラブ活動

な人と会うのかな、どんなことをするのかな」と少し緊張
しながらも、福祉協力員と一緒に一人暮らしの高齢者
のお宅を訪問します。

−次世代活動者の
ふれあいネットワーク活動−

４年生の山本将矢君は、

鴨生田校区社会福祉協議会

「ぼくは何かお手伝いをし

＝約3,300世帯、
人口約7,800人、高齢化率22.7％＝

なければいけないと思って
行きましたが、ぼくたちの

鴨生田校区社協は、地域をあげて青少年育成に熱

いろんな話をたくさん聞いてくれてとても楽しかったで

心に取り組んできましたが、平成 8 年度のふれあいネッ

す。ぼくがもう少し大きくなったら手伝えることもふえ

トワーク事業の指定後は、若松区内でいちはやく高齢

るので、こういうボランティア活動に参加して助けてあ

者のいきいきサロン活動やウェルクラブ活動にも取り組

げたいと思いました」と、感想を寄せてくれました。

み、その後も充実した活動を続けている地域です。

子どもたちは、鴨生田には一人暮らしでも元気で暮ら

■11 年目のサロン活動

しているやさしいお年寄りがたくさんいて、それぞれに

毎月第二木曜日に、二島公民館で行っているサロ

自分らしく暮らしていることを 発見 したようです。

ンには、毎回 50〜70 人の参加があり気軽に集える地

夏休み最後に開かれる

域交流の場としてすっかり定着しています。

活 動 発 表 会 で は、「わ が

参加している高齢者同士が仲良くなり、朝一番に誘

子の知らない面を見るこ

い合って出かけたり、サロン以外でもお茶を飲んでお

とができた。参加させて

しゃべりしたりするグループも出てきました。

よかった」と涙ぐむ母親

4 月 3 日（日）は、毎年

の姿もありました。

恒 例 の お 花 見 サ ロ ン。

32 の校区社協で
638人のウェルクラブメンバーが誕生！

桜茶がふるまわれ、に
ぎやかなおしゃべりが
ひ と し き り 続 い た 後、

ウェルクラブ活動は、地域の宝であるこどもたちに、

歌や踊りの披露もあり、お弁当やお菓子を前にゆった

校区社協が中心となって進めている小地域福祉活動を

りとした時間が流れていました。

体験してもらうことによって、子

■ウェルクラブ活動は今年で９回目を迎えます

どもたちや保護者の方々にも福祉
の風土づくりを広げていこうとい

毎年６月になると、鴨生田小学校等の協力を得て、

うものです。

子どもたちに「ウェルクラブ」の案内チラシを配ります。

夏休みには、あなたの地域でも、

昨年度は、小学校４年生から６年生まで 21 人のウェ
ルクラブメンバーが、約30人の福祉協力員と一緒に活
動しました。

イメージキャラクター

プチボザウルスの T シャツを来た

プチボザウルス

子どもたちの姿を見かけるかも。

810-0001 福岡市中央区天神1丁目13-6
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西鉄天神ビル

伝言
板
ご寄付ありがとうございました。

賛助会員を募集中です

（順不同・敬称略）

本会では、
「みんなが安心して暮らせる支えあいのまち
づくり」を行うため、個人・団体・企業等に賛助会員として
ご加入いただき、福祉活動に参加いただいております。
皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。
年会費

●企業・団体
●個 人 会 員

１口
１口

「絆」プロジェクト北九州の活動資金として
・第一警備保障（株）
・ドーワテクノス

10,000円
1,000円

・とりはた玄海園職員互助会

・穴生学舎混声合唱団「つばさ」

・戸畑障害者地域活動センター
・不破勝

●新規賛助会員
（敬称略・五十音順）

企業・団体会員の皆様
・(福)愛香会
・(株)アクシス
・旭興業(株)
・(株)アトル
・(株)阿部光林社
・(株)有薗製作所
・石川金属工業(株)
・(株)イシモト
・(株)井筒屋
・(株)稲田商会
・上野海運(株)
・(株)ウキシロケアセンター
・(福)栄美会 栄美保育園
・(株)ＡＩＣ
・江頭商店
・(株)エムワイ企画
・大石産業(株)
・大鳥居保育園有志
・(福)薫会
・(株)加来文機
・(福)カトリック社会事業協会
・(株)観山 観山荘別館
・関門コンテナターミナル(株)
・(福)喜久茂会 ふたば保育園
・北九州工業団地協同組合
・(社)北九州市歯科医師会
・北九州商工会議所
・(株)北九州地域開発
・(福)北九州福祉会
・(株)北九積善社
・九州機電(株)
・(学)九州国際大学
・九州電力(株)北九州支店
・(株)九州メディカル
・(株)九電工 北九州支店
・協和興産(株)
・熊西保育園
・(福)敬愛会
・(株)ケイ・エス・シー
・(福)孝徳会
・こみなと商店
・(福)宏隆会 日豊保育園
・(福)宏隆会 舞ヶ丘明静苑
・西部ガス(株)北九州支社
・三栄工業(株)
・(有)三ヶ森タクシー
・サンキュウビジネスサービス(株)九州事業所
・三京食品(株)
・(株)Ｃ＆Ｇシステムズ
・(株)シダー
・(株)シニアクラブ
・シャボン玉石けん(株)
・住宅型有料老人ホームゆうゆう壱番館
・(福)春秋会
・昭電テックス(株)
・(株)翔薬
・シルバー・サン・ホーム
・新日本ガス(株)
・(福)親和会 北九州サニーホーム
・菅原不動産(株)
・(株)スピナ
・(福)誠心福祉会
・(福)洗心会
・第一警備保障(株)
・第一交通産業(株)
・大光炉材(株)
・髙倉保育園
・(株)高田工業所
・(福)鷹羽会 階寿園
・(株)千草
・(株)トータルプロデュース
・特別養護老人ホームあますみ園
・特別養護老人ホーム美咲ヶ丘
・トップユニフォーム(株)
・(株)富田工機
・(学)西日本工業学園
・(財)西日本産業衛生会
・日本管財(株)
・日本磁力選鉱(株)
・林田興産(株)
・春の町保育園
・(株)ハローデイ
・(福)ひさの里
・(医)藤崎歯科医院
・(有)藤本フーズ
・(福)双葉会
・(財)平成紫川会社会保険 小倉記念病院
・(医)本城外科医院宗寿苑
・毎日新聞西部本社
・(株)松尾砕石
・(医)真鶴会 小倉第一病院
・(株)みずほ銀行北九州支店
・みくに産業(株)
・明光運輸(株)
・八幡鉄工業協同組合
・(株)山本工作所
・(福)倫尚会
・(株)ワールドインテック
・若築建設(株)
・和田合金(株)
・(福)若松区民生事業協会 あおぞら保育所
個人会員の皆様
・松尾 俊祐
・松股 孝

■お問合せ／総 務 部 振 興 課

・
（株）船元建設工業

・一警グループ社員一同

・大庭

花代子

まふみ

東日本大震災義援金として
・
（福）
年長者の里

・年長者の里

利用者および職員一同

・商工会議所健康福祉サービス部会
・穴生ドーム早朝テニスクラブ
・ボランティアグループふみの会
・ミズ・アグリ倶楽部
・スズキ・メソード

・夢追塾同窓会
・成年後見センター

・ラ・メール雅

・
（株）
芳賀

・板櫃中学校吹奏楽部

・北九州シティオペラ

・北九州身体障害者福祉事業協会

・グループホーム七色の丘

・穴生学舎これから塾ＯＢ会

地域福祉振興のために
・堀江

隆三

・古賀

日佐代

・渡邉

良司

・八尋

・九州旅客鉄道（株）

・
（株）
福岡銀行北九州本部

俊子
・西工ＯＢ会

・
（株）山口銀行北九州本部

・
（株）
西日本シティ銀行北九州総本部

香典のお返しとして
・森川

敏郎

・安東

ハマヱ

第６期生募集
６期生募集
「夢」のままで終わらない！
平成18年度に開塾した生涯現役夢追塾は、4期までの卒塾生
192人のうち99人（52％）がすでに会社やNPOを設立し、実際に
活動をしています。

「夢」を「カタチ」にする2つの課程
はじめは漠然としていた夢も、講座が進むうちに具体化し、進
みたい道がはっきりしてきます。
１ これまでの自分をリセットする「基礎課程」
↓ 専門課程の各コースを体感する「夢の方向確認」
２ 実践的な新しいスキルを身につける「専門課程」
① NPOコース
③ コミュニティビジネスコース
② コーチングコース
④ 起業独立コース
募集要項
○ 応募資格

意欲あふれる50歳以上の人 定員60人
※市内に在住または勤務している人
○ 応募〆切 平成23年5月20日（金） ※当日消印有効
○ 受講期間 平成23年6月〜平成24年3月
○ 受講時間 週1回 18時30分〜20時
○ 受 講 料 年間5万円
○教
室 ウェルとばた（ＪＲ戸畑駅横）
※応募には「入塾願書」が必要です

☎ 882- 4401

■お問合せ／生涯現役夢追塾事務課
8

☎645-6694

