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平成27年度若松区社会福祉協議会事業計画
若松区社会福祉協議会では、みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくりのため、校（地）
区社会福祉協議会を中心に地域の各団体の協力のもと、福祉のまちづくりを進めていきます。
Ⅰ みんなで福祉の風土を広げよう
① 広報紙 “ わかまつ社協だより” の発行
② ボランティア通信 “ ぽんぽん船 ” の発行
③ 「福祉とボランティアの集い」の開催による福祉活動の
啓発
④ 新一年生へのランドセルカバーの配付
⑤ ホームページによる地域福祉関連情報の収集・発信
⑥ 出前講演活動の実施
⑦ 次世代地域福祉活動者育成事業（ウェルクラブ）活動
の実施
⑧ 夏休みボランティア体験学習の実施に関する協力
⑨ 児童・生徒を対象とした福祉体験学習の支援
⑩ 住民啓発福祉講座の実施に対する支援
⑪ 若松区ボランティア養成講座の実施
⑫ シルバーひまわりサービスボランティア研修会の実施
⑬ シルバーひまわりサービスの新規活動者の発掘
⑭ 福祉のまちづくり講座の実施
⑮ 地域福祉活動指導者研修「トップセミナー」の実施
⑯ 校（地）区社協新任役員研修の実施
⑰ 現任・新任福祉協力員等研修及び地域福祉活動専門
研修等の実施
⑱ 校（地）区社協活動者交流会の実施

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
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

民生委員・児童委員と福祉協力員の連携による小地域
福祉活動の推進
校（地）区社協連絡調整会議の定例化及び活性化に
対する支援
若松あんしんネットワーク
・若松区包括ケア会議への参画
街頭募金運動への参加
広報紙等による共同募金運動のＰＲ
歳末たすけあい見舞金の配付
校（地）
区単位の小地域福祉活動計画づく
りに対する支援
小地域福祉活動計画策定研修（ふくしプランニング工
房）の実施
小地域福祉活動計画策定委員会への出席

Ⅱ みんなで身近な地域の福祉活動を進めよう
① 高齢者のサロン事業の実施に対する支援
② 「ふれあいネットワーク活動」の充実・強化（新）
③ 健康づくり事業の実施に対する支援
④ 「地域福祉ネットワーク強化事業」の全校（地）区への
展開
⑤ 校（地）区社協会長・ふれあいネットワーク担当者会議
の開催
⑥ 個人情報の共有による小地域福祉活動の推進（個人
情報の手引活用）
⑦ ボランティアグループ、個人ボランティアの活性化と活動
支援
⑧ 若松区ボランティア連絡協議会の支援
⑨ ボランティア活動保険加入受付
⑩ ボランティアコーディネーションの充実（相談受付・情報
提供・登録・斡旋）
⑪ 車いす、福祉教材の貸与
⑫ 罹災世帯に対する災害弔慰金及び見舞金の給付
⑬ 災害時の福祉救援体制づくりに対する支援

Ⅳ 一人ひとりの安全で安心な暮らしを守ろう
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

心配ごと相談所の運営、相談員研修会の実施
年長者・障害者作品展の開催
生活困窮者の自立・尊厳の確保と生活困窮者支援を
通じた地域づくり（新）
年長者福祉大会の開催
各地区敬老行事及び年長者いこいの家に対する助成
シルバーひまわりサービス事業（送迎サービス）の実施
シルバーひまわりサービス利用希望世帯の訪問調査
送迎ボランティア活動者への福祉運転協力者研修会へ
の参加の声掛け
介護支援ボランティア事業・高齢者いきがい活動ステー
ションへの協力
総合企画委員会への参画
小地域福祉活動の実態把握及び調査・研究、
提言（新）
ふれあいネットワーク活動推進事業の中間報告・実績報
告による校（地）区社協活動の実態把握
ボランティア・市民活動実態調査の実施に対する協力

Ⅴ 地域基盤の強化
①
②
③
④
⑤
⑥

校（地）区社協への事業助成
市社協との共催による各種研修会の実施による人材の
育成
理事会・評議員会の開催
会員制度の普及
収益事業の実施による自主財源の確保
“ わかまつ社協だより” への有料広告の掲載

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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新一年生に黄色いランドセルカバーを贈呈
子どもたちの交通安全を願って、若松区内の 13 小学校、1
分校、1 特別支援学校の新一年生 610 人に黄色いランドセル
カバー等が贈呈されました。黄色いランドセルカバーを見か
けましたら、新一年生ですので、皆さん励ましのお声をかけ
てあげてください。
ランドセルカバー等の贈呈式は、4 月 10 日（金）に古前小
学校で行われ、北九州市社会福祉協議会のマスコットキャラ
クター「プチボザウルス」のついた黄色いランドセルカバー
が古前校区社会福祉協議会結城章生会長から新一年生 8 人に贈られました。
また、北九州市からの黄色い帽子は、若松区役所萩野清隆区長等から代表の新一年生に手渡さ
れました。
この黄色いランドセルカバーの贈呈は、区民の皆様からご支援いただいた赤い羽根共同募金を
活用させていただいています。赤い羽根共同募金は、ランドセルカバーの贈呈以外にも、この広
報紙（わかまつ社協だより「しあわせ」）の発行、区内の高齢者・障がい者への支援及び区内の
福祉団体の活動支援にも活用させていただいています。
今年も 10 月１日〜 12 月 31 日までの３ヶ月間、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が展
開されます。
今後ともみなさまのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

生活困窮者自立支援事業が始まりました。
4 月から始まった生活困窮者自立支援事業では、仕事や借金、家族関
係などの理由で経済的にお困りの方の相談をお聞きし、各種関係機関と
連携しながら支援を行います。
離職などにより住居を失った方や失う恐れのある方には、一定期間住
宅費を支給しながら、就職にむけた支援を行います。社会との関わりに
不安があり就労が困難な方には、就労準備支援を行います。また、収入に応じた家計管理ができ
るよう家計相談支援を行うなど、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考えます。

地域支援コーディネーターが配置されました。
平成 27 年 4 月の介護保険制度改正により、北九州市では、地域包括ケアシステムの構築に向
けて、地域の見守り・支え合い活動の充実・強化を図るため、「地域支援コーディネーター」を
配置し、ふれあいネットワーク活動などの地域住民の互助機能を高める活動を支援します。
地域支援コーディネーターの主な業務につきましては、以下のとおりです。
（１）地域の見守り・助け合い活動などを支援します。
（２）連絡調整会議など地域団体主催の会議に参加します。
（３）地域資源を増やすための啓発活動を支援します。
（４）サロン活動の立ち上げなどを支援します。
お気軽にご相談ください。

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

シルバーひまわりサービスのご案内
運転ボランティア・同乗ボランティアを求めています !!
※ ( 運転は研修があります )
現在若松区内の利用登録者は約 140 名、ボランティア登録者は約 170 名です。ボラ
ンティアは退職された方や主婦の方が中心ですが、お仕事の合間に協力して下さる方も
いらっしゃいます。
「何か役に立てれば…」という、皆さんの善意でこのサービスは成り立っています。
利用者や家族の方からも感謝の電話や手紙をいただくことがあります。
皆さんも時間のあるとき、ボランティア活動をライフサイクルの中に、
うまく取り組んでみませんか !?
ぜひ、シルバーひまわりサービス事業にご協力をお願い申し上げます。

退職後、第二の人生を心豊かに生きるために活動に参加しました。
利用者の笑顔や「ありがとう」の言葉に元気をもらっています。
また、他のボランティアとの出会いもあり、大変やりがいを感じ
ています。
皆さんもぜひ一緒に活動しましょう！

ボランティアが支える！

「シルバーひまわりサービス」
在宅の 65 歳以上の虚弱高齢者（介護認定が「要介護 2」まで
の方）を対象に、病院の通院や買物など、日常的な社会参加活
動の支援をするための送迎サービスです。

活動時間

午前 9：00〜12：00
午後 13：00〜17：00

【問合せ】 若松区社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター
【電 話】 761-2208
【FAX】 761-3660

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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平成 10 年４月に設立以来、一貫して布のおもちゃや大
型布芝居人形等を作成。その手作りの温かさを子どもたち
や地域の人々に伝えてゆく活動を続けています。週１回の
活動日は会員同士で新たなアイデアを出し合い、楽しみな
がら作製に取り組んでいます。
昨年（H26 年 12 月）は、多くの方からお力添えをいた
だき、公益財団法人芳賀教育文化振興会ボランティア顕彰表彰を受賞し、今後の活動へ
の大きな励みとなりました。
ボランティア活動は、自分ができる時にできる事を行う活動と言われ、奉仕のイメー
ジもあるのですが、人のお役に立てる事は毎日の生活に張り合
いが持て、自分の健康の維持にも役立っていると実感している
毎日です。
今後も仲間と楽しみながらゆっくり取り組んで参ります。
【場所】若松区大字竹並 2998 番地「おもちゃ図書館かんらんしゃ」
毎週火曜日、午前 10 時から 15 時まで開館しています。

どうぞお気軽にお立ち寄りください !!

知人に誘われてボランティアの仲間に入り20数年になり
ます。
当時、
蜑住団地の一角にありました
「あますみ園」
で活動に参加
したのが始まりです。
春は桜が咲き誇り、
夏は葉桜と良い環境
でした。
現在は、大鳥居の緑豊かな丘の上に移転、新設され、見晴ら
しも良く、
小鳥がさえずり、初夏の訪れとともに若葉の薫り
に包まれております。
あますみ園では年間行事はもちろん、毎週月曜日に合わせて職員さんの手作り遊具を
使って、
「のっけてゲーム」
・
「銭形平次ゲーム」
・
「タオルでポン」
・
「頭の体操」
・
「カレー作りゲーム」
等、皆さんの笑顔が絶えない
ように、数多くのゲームを用意しています。ゲームで高得点が
取れた時は大いに盛り上がります。
こうした心と心のふれあいで、皆さんの笑顔にこちらも元
気をもらいながら、
健康に感謝して、これからもボランティア
活動に励んでいきたいと思っています。

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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平成27年度
青葉台地区社協が福祉協力員研修会を実施
青葉台地区社協が、４月８日（水）
に福祉協力員研修会を実
施しました。
青葉台地区社協では、
自治会の組長が福祉協力員として活
動されているため毎年、
福祉協力員が替わります。このため、

健康マイレージ

健康づくりに励んで
ポイントシールを集めよう！
今年も健康マイレージが始まりました！
健康マイレージとは、
市や区、地域で実施する健康づ

青葉台地区社協は、毎年４月上旬に新しい福祉協力員を対象

くり教室や、
イベントなどの参加者へ配布されるポイ

に研修会を行っています。
当日は、仕事を終えて会場の青葉市民センターにかけつ

ントシールを集めて、
健康づくりへの関心を高めても

けてこられた方等50名余りの方が福祉協力員の活動等に
ついて学び、
「ふれあいネットワーク活動協力員証」を手に
しました。
若松区社会福祉協議会でも６月30日
（火）に区内の新任福
祉協力員等を対象とした研修会を行います。
研修会を終えた福祉協力員は、
地区社協の役員及び先輩福
祉協力員さんのアドバイスを得る等しながら、活動に入って
いきます。

らう取り組みです。
対象は40歳以上。
（応募には各種健
康診査の受信が必要です。
）
シール配付期間
平成27年６月１日〜平成28年３月７日
景品応募期間
平成27年10月１日〜平成28年３月７日
問い合わせ先
北九州市社会福祉協議会 生活福祉課
電 話 873−1296

地域福祉活動指導者研修「トップセミナー」実施
２月７日（土）
校
（地）
区社会福祉協議会の役員等を対象にした地域福祉活動
指導者研修「トップセミナー」
を実施しました。
今回の研修は、
これからの社協活動について地域でリーダーシップを発揮
することが求められている方々が介護保険制度とその見直しの動向を注視し
つつ、
「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」
を推進するために
実施されました。
今回は、介護保険制度の見直しとこれからの社協活動というテーマで全国
社会福祉協議会 渋谷 篤男事務局長に講演していただきました。
介護保険制度は、
3年ごとに改正が行われ、平成27年度に見直しが行われています。
改正の１つとして、
団塊世代
が75歳以上となる2025年を目途に、
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最
後まで続けることができるよう、
医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
「新地域支援構想」
の構
築が検討されています。
自助（自分のことを自分でする）
・互助
（ボランティアや住民組織の活動）
・共助
（介護保険等社会保険制度やサー
ビス）
・公助（行政の制度やサービス）
の連携をしっかりとっていく
「新地域支援構想」
の中で、
校
（地）
区社協活動は
中心的な役割を担っていく必要性が高まっていくと考えられています。

⅙ᒉᇤᑖئϋⅤ↡↢ⅼ
٥ࡃⅥⅻி᎑ᩗʙ↝
↰ᙱ⇟⇥∙⇯≕᨞↚
ᆆ᠃ↆ↭ↆ⅛
若松区社会福祉協議会では、若松競艇場西棟スタンド２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。
炭火で焼いた一番人気のホルモン !!
いつもジュージュー焼きたて、開店以来受け継ぐ秘伝のタレがおいしさの秘密で、『お土産』に持って帰られる
方もいらっしゃるほどです。自家製唐辛子ダレをたっぷりと付ければビール等のお
つまみに最適です。
肉厚の丸天は、売切れ御免の人気商品です。また、ボリューム満点の回転饅頭（白
あん、黒あん）は甘くて美味しいヒット商品です。
皆様も若松競艇場内西棟スタンド２階へどうぞ !! 店内の座席も増えくつろげる場
所「ひびき売店」に足を運んでみませんか？

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。

ご寄付ありがとうございます。
「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27年２月１日〜平成27年５月31日受付分

香典返し寄付
平成 年 ２月

27

花田 利秋 ︵大鳥居︶
久保田美智子︵本町二丁目︶
︵故 久保田 容子︶

平 成 年 ３月

27

福嶋
豊 ︵東二島二丁目︶
︵故 福嶋 香代子︶
匿名 一名

平 成 年 ４月

27

後藤 明子 ︵白山二丁目︶
︵故 後藤 直彦︶

一般寄付
平成 年 ２月

池田 繁雄・和弘・誠司
好きです！わかまつ
カレンダー実行委員会
一名

繁雄・和弘・誠司

27

匿名

平 成 年 ３月

升田 治幸
石田 祥子
久保 順子
永井 富美子

繁雄・和弘・誠司

27

池田

平 成 年 ４月

池田

27

繁雄・和弘・誠司
正
昭輔・深水美恵子
︵大野城市︶

二名

重幸
香織
夏子
和代
健吾

平 成 年 ５月

池田
宮野
三浦

匿名

個人会員
平 成 年 ４月

添田
安倍
狩野
内藤
村田

27

敬称略）

27

賛助会員を募集します！
どこに相談していいか分からないような悩み
や不安があれば、お気軽にご相談ください。
民生委員・児童委員が対応し、関係機関・団
体やサービス利用のご案内、橋渡しをします。
【日 時】
毎月第２・第４水曜日 13時〜16時
【場 所】 若松区役所 会議室
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。

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 一口 年額 1,000 円
団体会員 一口 年額 5,000 円
特別会員 一口 年額 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。

■編集・発行／社会福祉法人北九州市若松区社会福祉協議会
若松区浜町一丁目 1 番 1 号 TEL093-761-3422 FAX093-761-3660

