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ボランティアセンター登録状況 

登録団体数・・・37団体 

団体加入活動者数・・・1113名 

個人登録活動者数・・・100名 

ボランティアセンターでは現在 37の団体が、いきいきサロン

や福祉施設、個人宅などからの依頼にお応えしています。 

団体の他にも特技を活かして 100 名の方が個人ボランティア

として活躍しています。 

何か活動をしてみたい、と考えている方、是非一度ご相談くだ

さい。あなたに合った活動を一緒に探しましょう！ 

「何か活動をしてみたい」「今の活動について悩んでいる」「いきいきサロンやデイサービスに来てくれるボ

ランティアを探したい」などなど、ボランティアや地域福祉活動の関係で悩んでいることはありませんか？ 

ボランティアセンターでは様々な取組みを通して皆さんの悩み解決のサポートを行います。いつでもお越し

ください。 

① ボランティア・地域福祉活動につ

いてのご相談 

「ボランティアをしたい」、「ボラン

ティアに来てほしい」など、ボラン

ティアコーディネーターやアドバ

イザーがいつでもご相談に応じま

す。 

 

②ボランティア活動の打合せ・定例会 

 

活動のちょっとした打合せや定例会

に使えるテーブルとイスを準備して

います。 

※事前にご連絡下さい。 

 

③ ボランティア登録や活動保険加

入などの各種手続き 

ボランティアに関する情報を登録

し、活動をサポートします。また、

活動時の事故やケガに備えた保険

の手続きも随時受け付けています。 

④ その他 

活動に役立つ情報の整理や、イベン

ト、講座の実施など、様々な取り組

みを通して皆さんの活動のサポート

や困りごとの解決を行います。 

ボランティア 

センターにぜひ 

お越しください‼ 



 

 

 

 

 

地域防災講演会「住民として、災害時準備しておくべきこと」 

12 月 15 日（土）仲津公民館で「住民として、災害時準備しておくべきこと」をテー

マとした講演会が行われました。当日は仲津校区の区長、民生委員を中心に 110 名の方

が受講し、近年多発している豪雨災害の現地の映像や復興支援の体験談などを交えなが

ら、行橋市で災害が発生した際に備えておくべきことなどを学びました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

講師を務めて頂いた一般社団法人九州防災パートナーズの藤澤氏は、「自然災害を『我

が事』として捉え、被災をしないためには、地域みんなで日頃からのご近所同士の声掛け

や取組みが大事になる」と話されていました。 

 災害時に自分や大切な人の命を守るため、家族で、地域で話し合い、自助、互助、そし

て「近助」の取組みを強めていくことが重要ではないでしょうか。 

 仲津校区高齢者見守りネットワーク協議会では、今後の取組みとして災害時の助け合い

マップ作りや避難訓練の開催に向けて計画を進めているところです。 

 

  

心を「傾」けて「聴」く「傾聴ボランティア養成講座」を開催しました！ 

市内の一人暮らし高齢者のご自宅や福祉施設を中心に、訪問して話を「聴く」傾聴ボラン

ティア養成講座を行いました。講座では、臨床心理士の先生やグループホームに従事する

職員の方から、傾聴の技術、心構えの他、認知症当事者との関り方についてお話しを頂き

ました。15 名の参加者は「話を『聴く』ことがコミュニケーションの一番大事なことだ

と思う。」と、熱心に受講されていました。 

 

 

 

●傾聴ボランティア「ポピー」 

活動内容 個人宅、福祉施設等への訪問傾聴 

     ウィズゆくはしでの対面傾聴（1時間） 

活動日  第 1～3水曜日（訪問） 

     第 4水曜日（ウィズゆくはし） 

     定例会 第 2水曜日 11：00～ 

聴いてもらうことで不安や悩みが楽になることが

あります。社協までご相談ください。 

 



 

 

 

 

 

地域福祉活動ネットワーク推進協議会会議

内容の報告 

「地域福祉活動ネットワーク推進協議会」では、い

きいきサロン活動の推進を中心とした「地域のつな

がりづくり」（小地域福祉活動）と、ボランティア活

動の推進を中心とした「地域の担い手養成（ひとづ

くり）」の両面が連携し、支えあいの地域づくり、ひ

とづくり、仕組みづくりを進めていくため、地域活

動の実践者を中心に、毎月の定例会、情報交換会を

通して社会福祉協議会と連携した取組みを進めてい

ます。 

 12月の会議では、仲津校区の地域防災講演会を受

けて、「防災」と「地域づくり」の関わりについて話

し合いを行いました。今後も地域づくり、ひとづく

りを通して「ふだんの」「くらしの」「しあわせ」を

目指して様々な取組みを行います。 

 

 

 

近所みんなで「元気を出して」 

Kazukoミュージック元気体操クラブ 

による体操教室を開催しました！ 

第 36回ゆくはしふくしまつり 

ご来場ありがとうございました！ 

10月 28日（日）ウィズゆくはしにて、ゆく

はしふくしまつりが盛大に開催されました。 

当日は、34の福祉団体からバザー、飲食等の

出店の他、市内の保育園、ボランティア団体等

によるステージイベントで大盛況となりまし

た。 

来年のふくしまつりをより良いものとするた

め、今後ともご協力宜しくお願い致します。 

12 月 6 日（木）大谷区のいきいきサロ

ンで認知症カフェを行いました。当日は、

ボランティアグループ「Kazuko ミュー

ジック元気体操クラブ」によるオリジナ

ル体操「元気を出して」を参加者みんな

で行い、歌いながら楽しく体を動かしま

した。 

●Kazukoミュージック元気体操クラブ 

いきいきサロンや福祉施設などで「元気を出

して」体操を行い、参加者と一緒に歌いなが

ら体を動かしています。「歌いながら体を動

かすことが楽しい、体操を覚えたい！」と、

参加者も無理なく楽しくできる体操を広め

ているグループです。 

平成 30 年度行橋市社会福祉大会を 

開催しました 

12月 8日に「平成 30年度行橋市社会福祉大

会」が開催されました。式典では、地域において

福祉活動を続けてこられた民生委員やボランティ

ア活動者、社会福祉の向上のためご芳志頂いた団

体等、多くの方々が表彰されました。 

 大分県より講師の先生をお招きし、「楽しく学ぶ

福祉のまちづくり」（笑顔は心のビタミン剤）につ

いてお話し頂き、会場は笑いに包まれました。 

地域福祉活動ネットワーク推進協議会の主催により、11

月 16 日にダーツ大会が行われました。多くのサロンの

参加により、会場は大きな笑いと熱気に包まれました。 

1位 西宮市 3区いきいきサロン 

2位 宮の杜いきいきサロン 

3位 道場寺いきいきサロン 

4位 京町 2区いきいきサロン 

5位 祇園町いきいきサロン 

ブービー賞 長江いきいきサロン 

 

第７回いきいきサロンダーツ大会  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14回ゆくはし健幸つなぎ隊 

「健」やかで「幸」せなまちづくりをテーマに、健康

の大切さを啓発する活動を続けている「ゆくはし健幸

つなぎ隊」によるイベント「ゆくはし健幸つなぎ隊ま

つり」を開催します！ 

 今年は「健幸」をテーマに、昨年以上に充実した健

康測定コーナーやイベントを準備しています。 

 「健幸」と「健康」について考える機会にして頂け

ればと思いますので、是非お越しください。 

平成 30年度ふくおかきずなフェスティ

バル開催のお知らせ！ 

 日時 平成 31年 2月 17日（日） 

          9：40開会 

 場所 クローバープラザ 

 内容 記念講演「ご近所の底力、あ

なたの力で街が輝く」 

講師 堀江 正明 氏（フリーキャスター） 

  ボランティア活動別分科会 

  （高齢・災害・子育て・障がい・環境） 

  今年の高齢者分科会では、行橋市の

取組みを発表します！ 

  親子で楽しめるイベント（6団体） 

  バザー 

社協 行事予定 

1 月  

24日（木） ボランティアセンター登録説明会 

30日（水）いきいきサロン代表者会議 

31日（木）いきいきサロン代表者会議 

2 月 

17日（日）ふくおかきずなフェスティバル 

23日（土）ゆくはし健幸つなぎ隊まつり 

28日（木）みんなが主役の元気な 

地域づくりセミナー 

3 月 

10日（日）福祉の職場合同面談会 

ボランティア活動保険の更新を 

お願いします 

 

現在加入中のボランティア活動保険

は、平成 31 年 3 月 31 日で満了と

なります。 

活動中の不測の事態に備えるために

も更新の手続きをお忘れなく！ 

Aプラン 350円 Bプラン 510円 

天災 A 500円 天災 B 750円 

 

ゆくはし健幸つなぎ隊まつり 

 日 時 平成 31 年 2 月 23 日（土） 

 場 所 ウィズゆくはし 

 内 容 「健幸」をテーマにした各種イベント 

    血管、体内年齢、脳年齢などの測定会 

    減塩食の試食コーナー 

お楽しみ大抽選会！  など 

 主 催 ゆくはし健幸つなぎ隊 

 

平成 30 年度みんなが主役の元気な地域

づくりセミナー開催のお知らせ！ 

●日時 平成 31年 2月 28日（木） 

10：30開会 

●場所 福岡国際会議場 2階多目的ホール 

（福岡市博多区岩城町 2-1） 

●内容 講演「地域福祉活動の後輩づくり」 

    講師 鈴木 大介 氏 

    パネルディスカッション 

    「地域福祉活動の担い手確保と育成の

工夫」 

  地域で実践できるレクリエーション実演 

など 

まつりを開催します！ 


