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企救丘校区社会福祉協議会
企救丘校区は、小倉南区の北西部に位置し、３
つのモノレール駅（徳力公団前、徳力嵐山口、志
井）に囲まれたまちです。昭和４０年代以降の大
規模な宅地開発やモノレール開通などに伴い、急
速に発展してきました。小学校の児童数は、千人
を超え、市内最大のマンモス校となっています。
企救丘校区社会福祉協議会（会長 立石純雄）
は「ふれあいネットワーク活動推進事業」をはじ
め、社協及び自治
連合会を中心とし
て一元化したまち
づくり協議会が主
催する夏まつり・
敬老会・体育祭・
どんど焼等を行っ
ています。
敬老会は、平成
１８年より内容を一新し、敬老者の送迎を行い、
富士見ホールで開催するなど、毎年、２００名を
超える参加者に大変喜ばれています。

世帯数：5,270、人口：15,000 人、高齢化率：22％（Ｈ23.3 月末現在）

＊スローガンは「声かけて子どもの育つ企救丘」
「ふれあいネット企救丘」
は、
「ふれあいネットワーク
活動推進事業」の一環として、一人暮らしの高齢者と
の研修旅行
を行ってい
ます。町内
会長、民生
委員、福祉
協力員が、
一人暮らし
の高齢者と
共にバス２
台に分乗し
て日帰り研修旅行を実施し絆を深めています。
企救丘校区は「声かけて 子どもの育つ企救丘」をス
ローガンに、
子どもたちが年長者から生きる知恵を授か
りながら、
易しく健やかに育つことを目指しています。
さらに、社会福祉協議会の理念である「誰もが安
心して暮らせる支え合いのまちづくり」を目指し
て、地域のみなさんと楽しく活動してまいります。

˺ԼѪᨼ 年長者・障害(児)者作品展
【期
【会
【対

間】平成２３年９月５日（月）〜９月９日（金）まで
場】小倉南区役所１階 市民ロビー
象】区内在住の６５歳以上の方、または障害者手帳を
お持ちの方
【作 品】絵画・書・手工芸品などで生き物以外の物
【申込み】８月８日（月）までにお電話で！
【申込先】小倉南区社会福祉協議会 ℡ ９５１−５３８８

お 知 ら せ
● 障害（児）者ふれあいバスハイク
区内在住の障害（児）者と地域福祉
活動者との「ふれあい事業」の日程
が決まりました。
ųųଐᲴᲫᲪஉᲬᲬଐᲢםᲣ
詳細は、８月１５日号の市政だより
に掲載予定です。お楽しみに！
● 校（地）区社協のホームページ
企救丘・守恒校区社会福祉協議会の
ホームページができました！
〈検索方法は〉
小倉南区社会福祉協議会
＞ 校区社協一覧はこちら
＞ 校区社協をクリック‼
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連絡先：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

TEL（093）9515220 FAX（093）9515391
E−mail ： km-syakyou-voc@kyf.biglobe.ne.jp

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
＊ 小倉南区役所２階 ＊ 黄色い看板が目印 !

相談やコーディネート

プルタブ、使用済み切手などの受入

福祉教育の推進

ボランティアコーディネーター
がボランティアに関する様々な
相談に応じます！
お気軽にお越しくださいね。

誰でもできる、プルタブ・
インクカートリッジ・古切
手の収集が、小倉南区の福
祉でまちづくりに活かされ
ます。

校区社協と小中学校が連携し
た福祉体験型学習を推進して
います。
内容：車イス体験・高齢者疑
似体験、アイマスク体
験など。

みんな
来てみて〜 !

保険の加入受付
保
険の加入受
受付
※東日本大震災被災地で活動され
本
本大震災被災地で活
活
る方は、天災タイプへの加入を
おすすめします。被災地までの
移動における事故も補償対象に
なります！

その他にも、車イス（研修用）
や点字板の貸出しなども行っ
ています！

ふくし劇団こくら南プチボ

᳸ཎ২ȜȩȳȆǣǢኰʼ᳸

ふくし劇団こくら南プチボ（座長
築別悦子）は、今年で設立５年目を
迎えます。

社会福祉協議会の理念
「みんなが安心して暮らせ
る支え合いのまちづくり」
を基本にしたテーマで、演
劇を通して、社協の想いを
地域の方々に分かり易く伝
えようと走ってきて５年。
これからも、社会福祉協
議会と協力しながら、笑い
と涙の福祉劇をめざしま
す。
＊公演のご依頼はお早目に！

シルバーひまわり送迎サービス
在宅高齢者の通院・買物など
日常的な外出を支援します。
ボランティアの募集も随時
受付けてます！

開催報告
７月２日（土）、生涯学習センタ
ーにて「第３回小倉南区ボランテ
ィアのつどい」が開催されました。
第１部の座談会、第２部の特技
ボランティアチャリティー公演と、
大変盛況のうちに終えることがで
きました。
開催にあたり、多くの方々のご

協力をいただき、まことに

ありがとうございました。
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企業Ʒᅈ˟ᝡྂѣ 山口銀行守恒支店
北九州市に１３店舗を構える山口銀行は、地域
と共に発展し成長する「地域との共生」を使命と
し、地域発展に積極的に取り組んでいます。
守恒支店では、行員の皆さまの地域に根ざした
社会貢献活動の
一環として、開
店１４周年の記
念寄付（平成19
年）をはじめ、
毎年、ご寄付を
いただいており
ます。
小地域福祉活
動に対する深いご理解とご協力に感謝いたします。

皆さまからの社会福祉への温かな想いは、
「福祉でまちづくり！」に活かします。
３月８日から６月８日までにご寄付されまし
た方々です。厚くお礼申し上げます。
（敬称略）

香典返し寄付
三﨑
古澤
古本
柳川
小田
廣田
宮﨑
宮﨑
岐部
麻生
稲垣
陣内

福子 （夫 公）
下城野一丁目
榮子 （夫 操）
中曽根五丁目
武司 （母 初音） 大字合馬
芙美子（夫 昭）
山手三丁目
茂 （妻 キミエ）若園二丁目
仁義 （妻 智恵子）下城野一丁目
強 （母 富子） 徳吉東二丁目
和雄 （母 富子） 中曽根東三丁目
博規 （母 初美） 貫弥生が丘一丁目
英雄 （二男 亮太）上吉田三丁目
史朗 （妻 浩美） 葛原四丁目
徳雄 （母 ヌイ子）平尾台一丁目

篤志寄付
株式会社山口銀行守恒支店
もりつね徳力音楽祭実行委員会
財団法人北九州市母子寡婦福祉会小倉南支部
服部
榮（個人）
南方一丁目
匿名
（個人）
匿名
（個人）
匿名
（個人）
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社会福祉協議会は、このプロジェクトで、市民の
皆さまからの応援資金受付の役割を担っています。
応援資金は、被災者の方への住宅や生活物資の提
供、また、日常生活支援のために活かされます。
皆さまの温かいご協力ありがとうございました。
応援資金箱は、各市民センターや区役所出張所に
設置しております。これからもご協力をお願いします。
Ū̽ݱҤғᅈңӖ˄᫇ųᲫᲲᲰᲦᲪᲳᲲόᲢᲰᲰྵנᲣ

服部様︵中央︶よりご寄付
―

〜今年もふくしで夏まつり〜

―

■日 時：８月２０日（土）１６時〜
■会 場：志井公園
まつりみなみでは、チャリティー
ビアガーデンなど、楽しくて心が
ふれあえる企画が盛りだくさん。
みんなで夏の思い出を作りましょう。

心 配 ご と

相 談 所
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◎一般相談
︵無料︶

16

︻場所︼
小倉南生涯学習センター

13

︻日時︼
毎週火・木曜日

時〜 時

ただし︑センター休館日

にあたる日は︑休所とな

り ま す︒

︻受付方法︼
随時お越し下さい︒

20 19

◎休所日︵７月〜９月︶

小倉駐屯地

日
︵火︶
センター休館日

若園ランプ

７月

都市高速道路

陸上自衛隊

日
︵火︶
センター休館日

小倉南警察署

９月

小倉南生涯学習センター

◎連絡先

小倉南区役所

小倉南区社会福祉協議会

北九州
高校

☎０９３ ９
５１ ５
３８８

モノレール北方駅

小倉南消防署

