地域が元気になる地域福祉情報紙
次回のフードバンク

とんぼのめ

nico『フードドライブ』

日時：4 月 25 日（月）、５月 25 日（水）
場所：三光コミュニティーセンター
毎月 25 日に食料品（２ヶ月以上賞味期限が
あるもの）のご寄付を受け付けています。
いただいた食品は必要な方へおすそ分けします。

給食ボランティア
「たけのこの会」
弁当配布休止のお知らせ
新型コロナウィルス感染の状況により

4 月・5 月は弁当配布をお休みします。
6 月以降については、次回のとんぼのめ
でお知らせします。

子ども・子育て相談
毎週月曜
10：00～12：00
場所：三光児童館
（三光コミュニティーセンター内）

子育てや子どもに関するお
悩みなど、児童厚生員が相
談をお聞きします。電話相
談でもお受けします。
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2 月 25 日のフードバンクにてご寄付いた
だきました。ありがとうございました。

とんぼ絵協力：はしもと まさこ
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「佐々木さんち」相談日
日時：4 月 8 日（金）、5 月 13 日（金）
1３：３０～１６：00 まで
場所：佐々木さんち（三光成恒）
「相談するところが分からない」
「ちょっと困った」ときに気軽に
相談できる窓口です。生活支援
コーディネーターの山下がお待
ちしています。

ほっとテラス

に来ません
か？

心配ごと相談

５月１８日（水）
14：00～16：00
場所：中津市教育福祉センター

悩みや心配ごとで不安を
感じていませんか？
心の声を精神科医が聴い
てくれます。
※要予約
（奇数月 第 3 水曜）

℡ 23-2095

お し ゃべ り

４月１日（金）、５月６日（金）
10：00～1２：00
場所：三光コミュニティーセンター

身近な相談窓口として、民生児
童委員さんが、いろいろな心
配ごとの相談に応じてくださ
います。
（毎月第 1 金曜）
当日は行政相談も併せて行っ
ています。
※コロナ感染の状況により変更になる
場合があります

【編集後記】
花見の季節になりました。桜は心を明るくしてくれ癒されるので大好きです。若い頃、桜の下で
バーベキューをしたことを思い出します。今はそれが叶いませんがお花見だけでも満足です。
皆さんもお花見でコロナ疲れを吹き飛ばしましょう！！

まだ参加したことが無い方も
一緒にしませんか？

地域福祉推進係 おくぞの まさこ

佐知地区自治会ゴミ拾い
・偶数月の第 2 土曜日・午前中
・真坂活性化センターに集合し、準
備体操後、燃えるゴミ・缶ビン担当
がペアを組み、ゴミ拾いへ出発
・子ども会も協力
・「中津市きれまち隊」へ登録済み
（水色のベストはきれまち隊の証）
・開催日前日の夕方と当日の朝に
は放送での呼びかけも実施
・多い時には 40 名ほど参加

２月１２日（土）に佐知地区にてゴミ拾いが行われ、約２２人
が参加しました。この取り組みは、平成１８年に第１次地域福祉
活動計画を策定するための話し合いで地域の福祉課題等を話
し合い、『地域で出来ることを何か１つでもやったら良いね』と
いうことがきっかけとなっているそうです。当時の民生委員の
方に伺ったところ、自治委員の方に相談した際、「佐知がきれ
いになるんだったら良いな」と快く賛同してくださり、ゴミ拾
いはスタートしました。
長年の取り組みもあり、地域全体のゴミが少なくなっていま
す。また、お互い顔見知りになることで、参加できなかった方
を心配し声をかけ合うようになり、健康づくりやご近所との関
係づくりにもつながっています。

1 月２８日、山口小学校３年生が社会科の授業で三光コミュニティーセンターへ見学に来て
くれました。「地域の働く人を知り、自分たちの出来ることを考える」ことを目的とした授業の
一環で、昨年 10 月に続き 2 回目となります。コミュニティーセンター、図書館、児童館、デイ
サービス、社会福祉協議会の５グループに分かれ様々な疑問を質問してくれました。質問は事
前にいただき、職員が回答しました。皆さん熱心にメモを取りながら話を聞いていました。

コロナに関する
相談が来ることは
ありますか？

幸せになってもらう
ために気を付けて
いることはあります
か？

この仕事を始めた
きっかけは何ですか？

3 月 3 日（木）、下深水ボランティアグル
ープ「虹の会」が地区内の 70 歳以上の高
齢者と 1～15 歳までの子ども達を対象に
おひなさま弁当と紅白まんじゅうを手作り
し、配りました。約８０食を作るこの取り組
みは、２６年続いています。
コロナ禍でサロンも休止に
なることが多い中、人と人
とのつながりを
感じられる心温
まる活動となっ
ています。

仕事で一番
大変なこと、
嬉しかったことは
何ですか？

見学前後の学習について先生より伺いました
＜学習前のイメージ＞
楽しそうなところ。見
学と色々な質問をし
た い と い う思 い で 来
た。

＜学習できたこと＞
たくさんの人が働いているこ
とが分かった。大変な仕事だと
思った。「ふくし＝ふだんのくら
しのしあわせ」と知り、人を幸
せにする仕事とは何か、どうい
うことか、など関心が持てた。

＜子ども達の感想＞
社協で働いている人が
こんなにたくさんいるこ
とは知らなかった。三光
のことを考えてくれてい
ることが分かった。

1 月中旬より各地区にて開
催し 、途中コ ロナ感染拡 大の
影響により個別での相談とさ
せていただきましたが、無事
に 15 地区とも終了しました。
今年度は新たにお招きする講
師や地区独自の活動も加わ
り、 より地域 の交流が深 まる
内容になっています。
地域の福祉課題についても
一緒に話をすることができま
した。

3 月 8 日（火）、原口公民館が新しくなっ
て初めてのサロンが開催されました。
久しぶりのサロン
開催となり、皆さ
んガンバルーン
ボールで盛り上
がりました。

床や壁の
木目調がいい
ですね！

みんなで使ってみませんか？
児童館は月～金（第２・４土曜日も）、
8：30～17：00 に開所しています。小
学生・中学生・高校生だけでなく、未就
学児や保護者の方もご利用いただけま
す。お気軽にお越しください♡

まさこがお試し！
貸出用レクリエーション道具

ルールは玉入れと同じ
で す 。 ポケ ッ トの 位置
を変えられるので、か
んたんに難易度を変え
られます。個人でもチ
ームでも楽しめるレク
用具です。
子育てひろばの様子

絵本やおもちゃも
あります！

組み立てに少し時間は
か か り ま す が 、 何 人か で 協
力すれば大丈夫！！ネット
の高さで点数を競うのが面
白そう！ルールが簡単なの
で子どもとの交流でも
楽しめそうです。
このコーナーでは、レクリエーシ
ョン道具を紹介しています。興
味がある方は、社会福祉協議会
までお気軽にお問い合わせく
ださい。次回は、『お手玉ダーツ
サークル』をご紹介します！

令和 4 年度のボランティア登録・保険加入の更新はお済みでし
ょうか？受付は 4 月 22 日（金）までとなっております。期日ま
でに書類をご記入のうえ、更新の手続きにお越しください。

