砂惣繋盤憲請竜

ランティア・市民活動センタ

な情報やサービスが繋がる
よう︑広報や利用促進を図

﹁あいさつは支えあいの諾一歩﹂

ヽ

め︑地域福祉活動の活性化
に取り組みます︒

5小地域福祉活動計画の推進
・地域の課題解決に向けた校
区単位の地域福祉活動中期

計画の策定を支援します︒

基本目標Ⅲ

福祉のネットワークをつくろう

関係機関・団体が手を結び︑

1権利の擁護と相談体制の充実
・支援を必要とする人に適切
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地域での交流により明らか
となった課題に対して地域内
でできることは地域内で助け
合うことが︑やがては自分を
助けることに去ります︒

は︑お互いさま﹂

人の絆の再構築﹁困ったとき

る﹂関係づくりに努めましょう

や専門職等との連携を深

小倉北区社会福祉協議会の
重点目標
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有や地域活動の活性化を進め
ます︒
・財源基盤強化のための収益事
業・賛助会員等を拡充します︒
・地域支援機能の強化に向けた
法人の組織改革を進めます︒

1区社協推進基盤の強化
・校区社協会長会議・ふれあい
ネットワーク活動担当者会議
を定期的に開催し︑情報の共

推進基盤の強化

ロン活動﹂を支援します︒
調査・研究︑提言

・住民主体による︑生きがい
や健康づくり等を目的とし
た地域の居場所づくり﹁サ

ります︒
社会参加・自立の支援

2

地域内での交流を深めるた
め︑まずは挨拶や声かけから
はじめ︑日頃から﹁顔の見え

・民生委員・児童委員や共同
募金会をはじめ︑福祉施設

携した地域づくり

4社会福祉関係機関・団体と連

る入門講座を開催します︒

・災害ボランティアを養成す

救援体制づくりに備えます︒

・関係機関︑団体等との連携
強化を図り︑災害時の福祉

ィネート機能を強化します
・各種ボランティア講座を企
画︑実施します︒
3災害時の福祉救援体制づくり

体制の構築を目指します︒
2ボランティア・市民活動の支援
・ボランティア・市民活動コーデ

対応する住民主体の互助活
動を支援する地域生活支援

愛慕禽⑮◎塞電曹≪
全国で800万 人 と い わ れ る 団

ー広報紙﹁ひまわりねっと﹂
で福祉情報等を紹介します︒

を中心とした小地域

・複雑・多様化するニーズに

めます︒

・健康マイレージ事業を活用
し地域での健康づくりを進

福祉活動の充実を図ります︒

活動﹂

し︑﹁ふれあいネットワーク

1小地域福祉活動の活性化
・校(地)区社協活動を支援

みんなで身近な地域の福祉活
動を進めよう

基本目標Ⅱ

動の担い手を増やします︒

3地域福祉人材の育成
・様々な研修の機会を通じ︑
地域福祉活動者の育成や新
たなボランティア・市民活

教育を実施します︒

・住民啓発講座等による福祉

支援します︒

2福祉教育の推進
・地域や学校等と連携し︑次
世代地域福祉活動者育成事
業(ウエルクラブ活動)を

・区・校(地)区社協版ホーム
ページを作成︑更新し︑幅広
い人々に情報を発信します︒

塊の世代が75歳以上の後期高齢者

となる2025年には︑医療や介
護などの社会保障 費 の 急 増 が 見 込
まれます︒また︑社会的孤立や生
活困窮など︑地域の福祉ニーズは
ますます多様化・複雑化していま
す︒

国においては制度の縦割りや支
え手・受け手という関係を超え︑
多様な主体が問題を"我がこと〃

として"丸ごと〃繋がるという
﹃地域共生社会﹄ の実現を目指
し︑医療や介護などを地域で包括
的に提供するしくみづくりを進め
ています︒
小倉北区社会福祉協議会は﹁北
九州市地域福祉活動第五次計画﹂
に基づき︑﹁みんなが安心して暮
らせる支え合いのまちづくり﹂を
進めており︑制度では対応しうら
い福祉課題等を住民同士の助け合
いやふれあいの取り組みにより解

決していくことを目指し︑平成00

年度は次の事業を 推 進 し ま す ︒
(重点的事業を中心に掲載)

基本目標量
みんなで福祉の 風 土 を 広 げ よ う

1広報・啓発の強化
・﹁こくら北社協だより﹂︑ボ

-

共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。
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ット(出産前後小児保健

あります。さらに、子育て期

防接種」等があり、小倉北区

年8月より「子育て世代包
括支援センター」として位
置付けられ、小倉北区役所
では1階の保健福祉課に設
置されています。

を出 し 合 い ︑ 共 有 で きたことで︑

び赤ちゃん訪問」の他に、妊娠期から出産前後に係わる「妊
娠相談ほっとナビ」「母子健康手帳交付」「ぺリネイタルビジ

今後の地域づくりの目標や︑"み

庭相談コーナー」は、平成28

地域支援コーディ
ネーター奮闘記

成28年度)、子育てに関する情報の提供、乳児とその保護者の

んなが安心して暮らせるために私

小倉北区民児協活動を紹介します

˜雷鳥サロン編˜

心身の状況や養育環境の把握、養育相談に対する助言や必要
なサービスへつなぐ等の支援を行っています。

たちにできること〃が少しずつ見
えてきたようです︒

各区役所の「健康相談コ
ーナー」及び「子ども・家

小雪の舞い散 る 一 月 下 旬 ︑ 二
人の地域支援コーディネータ1

す。

2血沖

い子育て相談」「すこやか相
談」「親子遊び教室(にこに
こルーム)」が行われていま

藍島は小倉北区の北西約1

船旅を楽しむ余裕は全くなく︑酔
い止め薬の助けと気力を振り絞っ
てなんとか無事に到着︒よれよれ
になった我々を藍島サロンの皆さ
んが温かく迎え入れてくれます︒
サロンでは"宝引き〃という昔
ながらの遊びを見せていただきま
した︒これは束ねた数本の紐の先
のどれか一つだけに橙の果実をつ
けておき︑引き当てた人を勝ちと
するゲームで︑引き当てると飴玉
がもらえます︒放射状に広がった
綱はまるで魚網のようで藍島らし
さを感じます︒当たりが出るワク
ワク感と腰を低く屈めて縄を引く
動作は︑頭にも体にも適度な刺激
となるなかなかの介護予防プログ

役所でも予約制で「わいわ

が﹃藍島サロン﹄の現地視察のた
め︑会場となる藍島市民サブセン
ターを訪問しました︒

たって行われている北九州市の事業です。保健師等の専門職
や主任児童委員等の地域支援者が、生後4ヶ月までの乳児が
いる家庭を訪問しています。小倉北区の対象家庭のうち、93
%を専門職、7%を主任児童委員等の地域支援者が訪問し(平

められました

「のびのび赤ちゃん訪問」は、平成20年11月より10年にわ

城野地区出身の北九大生等の力も
借りて、参加者からの意見がまと

2月22日開催の第6回小倉北区主任児童委員部会では、
「小倉北区のびのび赤ちゃん訪問の実績及び子育て支援に
ついて」をテーマに研修を行いました。

の響灘に浮かぶ︑絢100世帯が
暮らす島です︒漁業が主な産業で︑
近年は猫の島としても有名です︒
予報では3mの波もこの日はま
るでジェットコースター!プチ渡

ラム︒仲間とのおしゃべりやゲー
ムなどで楽しく過ごす時間はあっ
という間で︑霊鳥の皆さんは︑毎
週一回のサロンをとても楽しみに
しているそうです︒

小倉北区には校(地)区社協の

●葵I賀■

選

「のびの
また、北九州市で行われている母子保健事業には、

サロンをはじめ︑民間企業や病
院︑町内会や老人会が運営する
様々なサロンがあります︒しか

し︑一人暮らし高齢者等が増える
中︑生きがいや健康づくりを支援
する地域の居場所﹃サロン﹄は今
以上に必要です︒
地域支援コーディネーターは︑

地域をミツバチのように飛び回

り︑サロン活動活性化のためのヒ
ントや生活安全情報をお伝えした
り︑サロン活動が地域の特性を活
かした互助活動へとつながるよう
に支援を行なったりしています︒
サロン運営に関するお悩みや︑
新たにサロンをつくりたい︑他の
サロンを見てみたいなどのご要望

次はあなたのサロンにお邪魔す

有限会社アップモード

打ち合わせ・衣裳セレクト

〇

.̲二

お祝いの日をお手伝いいたします

∴-

民児協通信

けっこう白熱=
霊鳥サロンの 宝引き
ゲーム

がありましたら︑ぜひ地域支援コ
⊥ブイネーターにご連絡ください︒
るかも?

共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。
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「予
「乳幼児健康診査」
には、

「妊婦健康診査」等が
指導)」

/′,′

シリーズ

平成30年4月15日

小倉北区社会福祉協議会だより
【2】第151号

七五三、成人式、結婚式、喪主祝い
お気軽にごね談くださいませ。
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智093-932-5177

け︑様々な視点からの評価や見直

しを行っていくことが必要であ

行管理を行う話し合いの場を設

修﹃ふくしプランニング工房﹄が

り︑策定した計画を地域住民や関

平成約年3月23日(金)︑第2

開催され︑平成29年度に計画策定

係団体に周知・理解してもらうた

回目の小地域福祉活動計画策定研

に取り組んだ校(地)区社協の策

めの広報活動が重要であるとの助

若い世代の住むマンション等も多

定委員会のメンバー等が参加し︑

校も集う文教地区でもあります︒
いため︑高齢化率は25%ほどです

が︑古くからの住宅地や集合住宅
では独居高齢世帯が急増し︑住民

か︑地域の支え合い活動も難しく

同士のつながりが希薄化するな

言がありました︒

様化するなか︑こうした﹃計画づ

地域が直面する課題が複雑・多

それぞれに地域の特性が表れた計
画の特徴や取り組みの成果などの

なってきました︒小倉北区と南区

発表を行いました︒

くり﹄を︑自分たちの住みよい福

の境にあり︑まちづくり協議会は

小倉北区からは︑足立校区社協

祉のまちづくりを進めるチャンス

市民センターを拠点に南・北区が

合同で活動するものの︑自治会や

が参加し︑穂坂文博副会長が第二

れているため︑地域活動には他に

社協︑民児協等は各行政区に分か

に︑地元の校(地)区社協が主体

決や新たな人材の発掘などを目的

倉南区の城野校区の尾崎継夫会長

良くしていかねば!﹂という︑小

ですが︑﹁城野のまちはみんなで

題を解決すべく︑新たな担い手づ

活動者の高齢化も著しいという課
くりと︑要支援高齢者等の生活ニ

ーズに対応する取り組みを重点実
ーク活動﹄の充実強化を進めてい

施項目の柱に﹃ふれあいネットワ
くという計画となりました︒

講評を行った︑福岡県立大学の

ます︒

に取り組んでいただきたいと思い

と捉え︑他校区においても積極的

出入が多い足立校区では︑人と人

高齢化とともに若年層人口の流

次計画案の発表を行いました︒

はない課題もあります︒

今回の研修会 は ︑ 小 倉 北 区 の 城

とのつながりが希薄化し︑昔なが

となり︑市・区社協が協働して開

のご賛同により︑小倉北と南の社

お声をかけ︑企画がはじまったの

野第一地区社協の中杉長男会長に

催す る 住 民 講 座 で ︑ 開 催 日 時 や 会

協が一体となって準備を行い︑実

しくなってきており︑また︑地域

場はもちろん︑地域の課題や目的

らの近所付き合いや助け合いが難

に合わせたテーマや内容で実施で

参加者には︑日頃から顔を合わ
が︑指導にあたられた北九州市立

せる方も初対面の方もいました

城野地区は︑JR・モノレー

大学地域共生教育センター特任教

村山浩一郎准教授からは︑計画が

ル ・路線バスと公共交 通 機 関 に 恵

たグループワーク等により︑みん

絵に描いた餅にならないよう︑進

員の村江史年先生のカードを使っ

のよい地域で︑半径500m内に

なの思いや地域の課題︑成果など

まれ︑二つの国道が交差する利便

研修会です︒

きる︑言わばセミオーダー形式の

施にいたりました︒

当 講 座 は ︑ 地 域 の 福祉課題の解

開催されました︒

の﹃ふくしのまちづくり講座﹄が

城野のまち〃をテーマに︑全3回

城野地区で"もう一度見直そう

グループごとにさまざまな意見やアイデアが
生まれてきます

小・中学校に加え︑県立高校が2

共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。

′

足立校区社協の種板副会長

発表を行う
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9年1

2月2

6日か ら

◆縮址へのご寄付
ありがとうございました
平成2

平成的年3月00日受付分
(敬称略︑受付順)

1件

この事業は︑飾歳以上の方が市

続きご寄付を頂きました︒

域福祉や環境貢献活動に繋げたい
ア活動を行った場合にポイントが

内の介護保険施設等でボランティ

資源の回収で得ら れ た 収 益 金 を 地

ています︒

2月26日から

(敬称略︑受付順)

︽中井校区)

︽寿山校区)

伊藤

守重

恭子

国松

︻個人会員︼

小倉北区食生活改善推進員協議会

︻正会員︼

平成00年3月00日受付分

平成29年1

◆社協会由へのご協力
ありがとうございました

ター血881-6500まで

議会ボランティア・市民活動セン

詳しくは︑北九州市社会福祉協

金または寄付できるものです︒

付与され︑貯まったポイントを換

と︑様々な地域団体等に還元され

本会には︑今年 も サ ン リ ブ 到 津
店より寄付を頂きました︒

使用済み切手 に も 実 は 価 値 が あ

小倉北区役所部課長会

︽小倉北区役所)

孝純

野口

早苗

篤

小倉北区役所係長会
有吉

松尾

直樹

竜一

島田

松浦

︽小倉北区社協︾

平成29年度にご支援下さった会
員は︑正会員00件︑団体会員22

皆さまのご協力に感謝いたしま

件︑個人会員155件です︒

平成00年度も引き続きご協力を

す︒本当にありがとうございます︒

よろしくお願いいたします︒

「福祉協力員研修」

「出前講演」

香典返し
匿名

篤志 寄 付
1件

鈴木誠店長(右)

重村雄治統括部長(左)

小倉北区プルタブ収集ボランティア

匿名
福岡ひびき信用金庫
インクスクラブ

福岡ひびき信用金庫と関連企業

の若手職員等により結成された
﹁ひびしんイングス ク ラ ブ ﹂ の 皆

さんは様々な地域貢献活動や交流
今年も募金活動などで集まった

り︑収集家と呼ばれる人たちが買

小倉北区切手収集ボランティア

浄財を社会福祉協議会や社会福祉

い取ってくれます︒ただし︑ある

程度まとまった 量 が 必 要 で あ り ︑
1伽ほどを切り取る作業は︑膨大

また︑消印を残しっつ切手の周囲

小倉北区ボランティア・市民活

を数だけに根気のいる作業です︒

動センターに集められ︑ボランテ
ィアの方々が処理して下さった使
用済み切手の販売益を福祉活動に

役立てさせてい た だ き ま す ︒

のポイント換金・寄付

介護支援ボランティア事業
介護支援ボラ ン テ ィ ア の 澤 江 眞

㈱サンリブ・サンリブ到津店
㈱サンリブでは︑お客さまや地

福祉への理解を深める

子どもたちによる
誰もが気軽に参加できる
「ウェルクラブ活動」 「福祉体験学習」
地域のサロン活動

サンリブ到津店

㈱サンリブ
北九州地区店舗運営部

関係団体等に寄付されました︒

事業に取り組まれています︒

竜三悪罵害
智子さん(今町)より︑昨年度に

「話し合い」の仕組みづくりを誰遺し、

「助け合い」

必要とする方を、地域で「見守り」

意■"

域の方々の協力によるリサイクル

共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。

′

福岡ひびき信用金庫
溝口秀一常勤理事(左)より贈呈

平成30年4月15日

小倉北区社会福祉協議会だより
【4】第151号

皆さまからお寄せいただいたご寄付・会費は、
社協の事業を通して、地域福祉のために活用させていただいています。

身近な地接の福祉活動を蓬めるために

ワーク語調挺進事業」lこおいて、轟齢竃、蘭書のある方、子育て中の人などで、支援を

小倉北区内25穣(地)区社会福祉協議会が中心となって薬膳する「ふれあいネット

「軸ん蛤が婁心して暮らせる結社の暮雪つく航程目指しています。

ご加入いただいた方には、広報紙「こくらきた社協だより」にお名前を掲載させていただいております。

(匿名をご希望の方はお申し出ください)

小倉北区社協ボランティア・市民活動センターだより

㊨診夢㊨瞬塞⑯

"1・貧寒t区子と雪まつ●l

態1こ参加曝す!ご
今年も「小倉北区子どもまつり」が
開催されます。小倉北区社会福祉協議会
のブースではかき氷の販売や、釣りゲー
ム、だるま落しなど楽しく参加できる遊
びのコーナーが盛り沢山!当ボランティ
ア・市民活動セン
ターからは、車椅
子などの福祉体験
を行います。

皆様お誘いあ
わせのうえ、是非

飽

ご来場下さい!

:衰

様々なボランティア活動中におこる事故
に対する備えとして、ボランティア活動保
険にご加入下さい。若干の改定がございま
すので、下記広告参照のうえご留意下さい
ますようお願い致します。
寵

ボランティア活動保険…保険料の改定はありません
が、

A、

Bプランともに保険金額(死亡保険金及び後

遺障害保険金)が改定(引き下げ)されます。
ボランティア行事用保険・‥Bプラン(宿泊を伴う行
事)に熱中症の補償が追加され、これに伴い保険料が
引き上げとなります。なお、

日

時:平成30年4月22日(日)

場

所:西日本総合展示場

10:00へ15:00

新館

A、

Cプランは保険料・

保険金額ともに改定はありません。
A、 Bプランに加入する際にご提出いただく名簿は
今年度より、名前・現住所・電話番号の記載が必要と
なりますのでご注意下さい。

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

平成3〇年度

ボランティア活動保険

全国軸0万人
別人!!
http://WWW.fukush

プテン

子細

∴:

こ蒙:

死亡保険金

l.040万円

l.400万円

1,鰹藤田

1一鰹訪日

入院保険金日額

6,5〇〇円

10.00〇円

保険金

書中

頓I

Aプラン

後遭躊蓄保険金

手術
l

憤嬢金鉱種類

基本タイプ

入院中の手続 65,〇〇〇円

1○○,0寄〇円

外来の手術

3と.5〇〇円

50,00〇円

4,〇〇〇円

6,〇〇〇円

通院保険金日額

特定感染症の補償

ノ∵∵∵

事イブ

Aプラン

巴ブうン

35〇円

51〇円

ihoken.co.jp

ふくしの保険

時点天災タイプ黒土、天姐埼震、噴火ま
た高雄硬直j弱輩ずる綻償穣講白身
のケガ率鵬解しまずがぐ天災寝殿料只

天災タイプ鱒〉
簿紳帝十馳門触・磁;

5〇〇円

71〇円

締約集櫛、闘将滝部の翻郡二二時、
では.天勘二起因する篤令嬢的豹;
なりません、′

上線後遍照雷、 大成、通廃の

各鞭億金額(保験念願)に同じ

二㌧:

∴二

を

葬鰻慰欝金

、:

3〇〇万円騒短銃)

5億円腿霞謝

陸麹饗塾醍醐睦
了‥∴∴子

巨臆

中∴

し

鰭憤責任保険金

(対人・対物共通)

(罵冨澤競、日揮繚福島冨澤竣窄轟何ぼ冨1誠、諾闘道側資;

劃陣後

(槙苫喋で鶏

社会縛祉法人全国社会福祉協議会

〈盤饗〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社医療・観閲発謡蘇二謀
丁巨し:03(3349)5137
受付時間:平日の9:00˜喜7:○○

′

(土日・縄目、12/31-1!3を除きます言

糊間騎

嶺弛診豊艶趨合繊鱒
雷鳥鷲譲、轄儀義憤風姿、質量纏ま÷艶勘結節三㍍早手ソ吊

様式会社福祉保険サービス

〒100-0013東京都千代田区寵が関3丁目3替2号薪霞か閲ビル1

7戸

諜講廃盤舘:3羅溶整認諾詳
言弟1景強臣剖塁‡会場社纏巌舞が綿等潰務念寝と-維ノご笠島寸を識緒や辞さず.

共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。

小倉地区社壌ボランティ ア・市民活動センターだより

ボランティア養成講座瞬9手強題8勘離郷を開催しました
毎日笑っていますか?

楽しい毎日をお過ごし

みなさんは-日に何回くらい声に出して笑って

「こころ」の余裕が得られ、笑い

「スタミナ」もつくそうです。

『笑う気分でなくても笑う動作はできる!笑いを

いますか?

幼い子どもはとてもよく笑います。それが大人
になると15へ20回、

はなりませんが、

の体操にちょっとした工夫があるので「筋力」や

ですか?

70歳以上になると1へ2回

になると言われているそうです。
笑いは血圧や血糖値、血流など健康維持に関する
大変多くのことに関係しています。また脳の活性化
やストレスホルモンが下がり自律神経も整うので、
l己\も体も元気になります。笑っていてもお金持ちに

体操と考える!』ということで、日本笑いヨガ協
会の辻本絵美先生、平野庸子先生に笑いヨガ/笑
トレのやり方を教えていただきました。

参加者の皆さんは、日頃からボランティア活動
に取り組んでいる方々。みなさん楽しく積極的に
笑トレに挑戦しました。運動という運動はしてい
ないのに、笑うことがエクササイズになり、血行
が良くなり、暑くなるほどでした。笑トレの間
に、自然な笑いも生まれ、とても和やかな講座に
なりました。
参加者の中には、 『家庭やボランティアグループ
に笑いヨガを持ち帰りやってみます』という方もい
て ●̀ホホ、八八

「ナマステ笑い」でこ挨拶

ポジティブな姿勢と元気な言葉で
代謝アップ!

去る3月3日(土)に北九州市立玄海青年の家
で開催された運転ボランティア研修(福祉有償運
送運転協力者研修)に当センタースタッフと当サ
ービスの同乗ボランティアとして活動中のボラン
ティアさんが受講しました。ボランティアとはい
え、利用者の安全と安心を預る活動。朝から6コ
マの研修で学んだことを、送迎サービスに活かし
てまいります。

は、送迎車の運転を担当する運転ボランティア
と、利用者の見守りや日誌の記入等を行う同乗ボ
ランティアの各1名ずつが1組になり活動しま
す。同乗ボランティアは資格等不要ですが、運転
ボランティアはこの研修の受講が必要です。
免許取得者は免除)

(二種

なにかボランティアを始めたいと考えている
方、まずは「シルバーひまわりサービス」の同乗

外出が困難な高齢者の送迎を行う当サービス

ボランティアを体験してみませんか?

暢翁都夢診芳命夢

ボランティア活動、始めませんか?

ご協力ありがとうございます
順不同・敬称略
◆㈱コナミスポーツクラブ
(小倉北体育館・新門司体育館・新門司温水プール)
◆篠崎保育園
◆北九州シティーホーム
◆清水市民センター
◆中島市民センター
◆松ヶ丘自治会
◆北小倉校区まちづくり協議会 ボランティアセンター
◆共済組合年金給付係
では、古切手・プルタブ
◆技術監理局契約制度課
等を集めて換金し、
◆教育委員会学校保健課
地域福祉のために
◆小倉北区役所保護課
◆小倉北区役所コミュニティ支援課

◆藤壷
◆立林
◆片山
◆田畑
◆佐藤
◆山岡
◆中杉
◆匿名

′

の輪が広がっていきそうです。

小倉北区ボランティア・市民活動センターでは、
ボランティア活動に活かせる、このような楽しい講
座も行っています。ぜひ次は皆さんも参加してくだ
さい。

元子
千和子
広美
シゲ子
洋子
節子
洋香

役立てています。

お問合せは小倉北区ボランティア・
市民活動センター(562-2051)まで

ちぎり絵ボランティアの会
新メンバーを2名募集!
楽しい会話の中でちぎり絵の作品を完成させ、利
用者のリハビリテーションの-環として取り組んで
★仲嘉苑

います。
・活動場所:介護老人保健施設 伸寿苑
(小倉北区篠崎1

・活動日時:毎週月曜日

-5-1

10:00へ11

)

:30

継続して活動できる方を募集しています。まずは
見学にお越し下さい。

★高齢者施設での活動者募集
小倉北区内の高齢者施設で、入居者の趣味や、ク
ラブ活動を支援するボランティアを募集しています。
将棋や囲碁のお相手、手芸、折り紙、絵手紙等を
教えてくれる方、イベントで楽器演奏をして下さる
方etc…グループでも個人でもOKです。

共同募金は、この広報紙発行をはじめ「ふれあいネットワーク活動」等、区内の様々な地域福祉活動に役立てられています。

