朝倉市災害支援のためボランティアバスを運行！汗、かいてきました！
9 月 21 日（木）と 9 月 30 日（土）に、大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会と協働で、ボランティアバスを
運行しました。今回はバスの運転手として帯同して頂きました、大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会の坂口明
夫運営委員長にお話を伺いました。

9 月 21 日（木）は、市民ボランティアと大牟田市
社会福祉法人地域公益活動協議会の加入法人職員と、
9 月 30 日（土）は、ありあけ新世高校の生徒・先生
方と一緒に朝倉市へ災害支援に行ってきました。
大牟田の未来ある生徒たちが、この活動を通して、
あたりまえをあたりまえと思わず、日々の大切さを学
び感じ、今後のいろんな糧となるようなお手伝いにな
れば幸甚です。
私だけボランティアすれば１人の活動で終わりま
す。しかし、バスでお連れすると数十人、そしてその

人たちが「伝える支援」をしてくれるとさらに広がり
ます！
これからも、市民の皆さんと一緒に、息の長い支援
を続けていきたいと、おっしゃっていました。

9/21 オリエンテーション様子

9/30 受付時の様子

市民サポーター養成講座（基礎編・実践編）を開催しました！
8 月 22 日（火）より全 8 回にわたって「市民サポーター養成講座」を開催しました。市社協がおこなっている、ファミリー･
サポート･センター事業、キャロットサービス事業、日常生活自立支援事業の 3 事業のサポーター養成をおこないました。

基礎編では、ボランティアのことや実際の活動内
・容について、実践編では、活動の対象者である子ど
もや高齢者、障がい者について学びました。さらに、

共同募金運動期間：10 月 1 日～12 月 31 日
今年も全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が始まりました。
運動初日の 10 月１日、ゆめタウン大牟田、イオンモール大牟
田において、ご協力を呼びかける「街頭キャンペーン」を開催し
ました。
今年度は赤い羽根キャラクターの「愛ちゃん」と大牟田市公
式キャラクターの「ジャー坊」にも応援していただき、これまで
以上に盛り上がりました。
これから 12 月 31 日までの３か月間、市民の皆様に、募金
の使いみちをわかりやすくお示しし、その必要性を共感してい
ただけるように、頑張って運動を推進してまいります。
皆さまのあたたかいお気持ちをお待ちしております。

意味を講座を通して知
りました。
」という声も
いただきました。
新たなサポーターも

り、“助け合い”とはどのようなものか、実際に当

誕生し、ちょっとした

事者の気持ちを考える体験もありました。

支援を必要としている人へのお手伝いもより充実で

赤い羽根は、大牟田市で集まった募金の
約７割が大牟田市内の福祉のために使わ
れます。（残りの約３割は福岡県内の福祉
や災害支援のために活用されています。）

10/1 街頭キャンペーン（イオンモール大牟田）

きるようになりました。これからも市民サポーター

サポーターの実践発表を聞き、気取らない熱い思い

と共に、「やれる人が、やれると

が素晴らしい。自分も何かお役に立つことができる

きに、やれるだけ」、温かな地域

かなと思いました。
」
「住み慣れた地で暮らすことの

づくりを目指していきます。

10 月の予定
法務相談
10 月 18 日（水）
相談室 13：30～15：30
※申込みが必要です。
57-2531

傾聴ボランティア講座
10 月 19 日（木）
・26 日（木）
大会議室 13：30～15：30
※申込みが必要です。
57-2527

すっかり秋めいてきて、このまま季節が進むものと思っていたら、夏に逆戻りしたような暑さ。日中３０度超えの地域も
あり、朝夕と日中との気温の差の激しさに驚かされますね。皆様体調管理には十分お気をつけ下さい。（くぬぎ保育所 杉野）

先日、グラミン銀行日本進出検討という記

融資にあたっては①子どもを学校に通わせる②トイレを

事を見つけました。
「グラミン」とはベンガル

常にきれいにそうじする③水を沸かして飲む④悪いことを

語で「村」を意味します。今日は、一風変わっ

1
しない⑤隣人と助け合う⑥幼い子を結婚させない（人身売

た銀行のことをお話ししたいと思います。

買を防ぐ）⑦結婚持参金を受け取らないといった条件があ
0

グラミン銀行はバングラデシュ（インドの

りました。この条件を見ても、当時のバングラデシュの悲

東隣の国）で誕生しました。創設者は経済学者

惨な状況がわかると思いますが、ユヌス氏はこうして貧し

のムハマド・ユヌス氏です。彼は 1940 年、

い人々に、生活を変える機会を提供したのです。単に金銭

宝石商の家に生まれ、大学卒業後は米国に留学しました。

街
の貸し借りではない、彼の取り組みは徐々に世界中に広が

1972 年に帰国した後、大学で経済学科の教授に就任しまし

り、2006 年にはノーベル平和賞を受賞しました。
頭

市社協会長
川滿 佳代子

おもちゃの図書館
くるりん
10 月 15 日（日）
多目的ルーム
10：00～12：00

10/1 街頭キャンペーン（ゆめタウン大牟田）

赤い羽根募金は大牟田市のまちを
良くするための大切な財源です。

活動に必要な“傾聴”の仕方を実践を通して学んだ

受講生のみなさんは毎回熱心に話を聞かれ、「現

赤い羽根つなぐ地域と笑顔の輪…赤い羽根共同募金

/

1

た。当時のバングラデシュは国民の大部分が貧困層にあり、彼

グラミン銀行は、貸し付け金の回収率も高く、これはす

らが一日中働いて得た日給は、そのままそっくり高利貸しに借

なわち、融資を受けた人々が、それを返すために働くこと

りた借金の利子に消えていく状況でした。女性は外で働くこと

ャ
で自立の道を歩き出したことを示しています。

キ

が禁止されており、人々はあまりにも貧しくて、銀行でお金を

日本も人ごとではなく、貧困状態にある子どもは
7 人に
ン

借りる手段もありませんでした。1976 年、日本円でわずか数

１人、母子家庭では「生活が苦しい」という割合が 82.7％

千円のお金を返す事ができず、高利貸しにたたきのめされてい

に上ります。
（2016 年・国民生活基礎調査）

た人を見たユヌス氏は自ら立ち上がりました。銀行から融資を

10 月から共同募金もスタートしますが、

ペ
ー

受け、貧しい人に、無担保・低金利で少額を融資し、生活向上

ン
1
相互扶助のシステムがいくつもあればと思

を手助けする「貧者の銀行

います。

グラミン銀行」を設立したのです。

（
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ゆ
/
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菓子のイトー 「赤い羽根いちごのタルト」

ダンスで募金！盛大に開催♪

赤い羽根とともに、より良い大牟田の町に…

１2０個完売！

今回で、３回目を迎えた「赤い羽根共同募金チャ
10 月 1 日から、募金運動のシンボルである「赤い羽根共同募金」が始
まりました。赤い羽根共同募金のスローガンは「じぶんの町を良くするし

タートに合わせて、盛大に開催されました。

くみ」、いただいた募金の約 70％は、大牟田の地域福祉活動のために使わ

社交ダンスというのは、ある意味、疑似恋愛で、

れています。

男女二人の思いやりの気持ちが大切だといいま

皆さまの一歩一歩の積み重ねが、じぶんたちの町を良くしていく募金と
なり、地域福祉のために活動するボランティア団体や、子どもたちの福祉
教育、障がい児・者の社会参加支援など、誰もが安心して暮らすことがで

募金百貨店に加盟されている「菓子のイトー」さ

レンジダンスパーティ」
。赤い羽根共同募金運動ス

んが赤い羽根共同募金のスタートに合わせ、
「赤い
羽根いちごのタルト」を限定販売していただき、見
事に２日間で、１２０個完売となりました。
この企画も３年目を迎え、初めて１００個に到

す。その相手を思いやる気持ちを今回は共同募金
福岡県共同募金会 大牟田市支会

会長

へのご協力という形に表していただきました。

「おいしかったよ」
「足らんかった」
「また来年も

６８人の社交ダンス愛好家の皆さんが、美しい

大塚 力久

きる「ちいき」の福祉活動へつながっていきます。

達し、私たちも感無量です。

姿勢で、華麗にダンスを踊られ、お一人お一人の参

頼むよ」など有難い感想までいただきました。
いちごのタルト１個につき、１００円が赤い羽

加費である５００円をそのまま募金して下さいま
近年では、核家族化、少子高齢化のさらなる進行によって家族力が

根共同募金へと寄付されることになります。

した。本当にありがとうございました。

お買い上げいただいた皆さま、そしておいしい

低下し、社会的孤立、老老介護、虐待、ゴミ屋敷、ひきこもり等々の

いちごのタルトを作っ

社会的な福祉課題も増えてきています。赤い羽根共同募金は、今後、

ていただきました、「菓

こうした「制度の狭間」となるような課題解決のための資金としても

子のイトー」さんに、

活用していかなければならないと考えています。
10 月 1 日街頭キャンペーンの様子

感謝、感謝です。

これからも皆さまの一層のご理解とご協力をお願いし、思いやりあ
ダンスパーティーの様子

ふれる「赤い羽根共同募金運動」を積極的に推進していきます。

地域でも募金運動がはじまっています！

10 月 1 日より赤い羽根共同募金運動が始まり、各校区でも様々なかたちで募金運動に取り組んでいます。
今回は、3 校区の共同募金の取り組みを紹介します。

吉野校区

中友校区

「街頭募金運動を頑張っています！」

倉永校区

「校区一体となって頑張っています！」

「赤い羽根自販機 2 台設置しています！」

校区内に銀座通りがあり、毎月十

赤い羽根共同募金活動にご協力頂いてい

日市があることから、毎年決まって、

る吉野校区の皆様へ厚くお礼申し上げます。

永校区の特徴は校区内に赤い羽根

10 月 10 日、11 月 10 日、12 月

吉野校区の社会福祉協議会、総合まちづ

自動販売機を 2 台設置しているこ

10 日の 3 回にわたり、旧松屋前の

くり協議会、民生委員・児童委員協議会が

とです。1 年を通してその販売手

アーケード通りにおいて街頭募金運

一体となり、共同募金活動の推進に努めて

数料の一部が募金として集まるの

動を頑張っています。中でも 11 月

おります。総合まちづくり協議会定例会に

10 日には毎年、中友小学校 5 年生

おいて、公民館長・自治会長へ協力のお願

も福祉学習の一環で参加し、貴重な

い、各世帯に対しては、回覧にて、ご協力をお願いしています。民生委

また、校区で行うイベント時に

体験を通して、福祉について学んで

員・児童委員並びに校区社会福祉協議会等の役員が個人、商店、病院、

赤い羽根共同募金の助成を受けて

います。ほかにも、校区内の企業に対

企業等への募金活動を行い、前年度の特別募金者等にはお礼状を送付し、

いることを大いにアピールし、参

して、募金の呼びかけを行っていま

さらに今年度のご協力についても丁寧にお願いします。今年も街頭募金

加者に、さらなる募金の協力をお

（マルショク吉野店）を皮切りに様々な募金活動を校区一体となって頑

願いしています。

張ります。

（倉永校区社協会長 星野誠子）

す。今年も頑張ります。
（中友校区社協会長 吉田勢津子）

街頭募金の様子

戸別募金はもちろんですが、倉

街頭募金の様子

（吉野校区社協会長

で、とても貴重な取り組みとなっ

明光学園

ています。

田口文博）

おおむたハイツ

