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　「ふくしバザー」開催にあたり、皆様の家庭内に眠っている物品の寄付をお願いいたします。バザーの益金は、
各ボランティア団体への助成を含む地域福祉事業に役立たせていただきます。

○物品受け入れ期間
　衣　　類　　　　　・・・平成２８年１０月３日（月） ～ 平成２９年１月２０日（金）  9時～17時まで　衣類以外の日用品等・・・平成２８年１２月１日（木） ～ 平成２９年１月２０日（金）

　※土・日・祝日（12/29～1/3の年末年始含む）の受入れはできません。
　大変お手数ですが、寄付していただける物品は直接下記「搬入場所」までお持ち下さいますようお願いいたします。
　また、準備の都合上１月21日以降の受入れはできませんのでご了承ください。ただし、食料品については、
２月２日（木）まで受け付けます。

○搬入場所
　延岡市社会福祉協議会本所・北方支所・北浦支所・北川支所

◎お取扱いできない物
　・大型家庭電化製品（エアコン、冷蔵庫、テレビ、パソコン、ワープロ、大型ステレオ、

洗濯機、衣類乾燥機、電子レンジや修理が必要なその他の電化製品）
　・大型家具　・大型健康器具　・中古布団　・中古下着類（子供の物も含む）
　・中古大型辞典　・中古雑誌　・酒類　・刃物　・化粧品　等

◎衣類について（お願い）
中古衣類の場合は必ず洗濯したものをお願いします。
（比較的状態の良い物をご寄付お願いします。シミ等がついた物、販売できそうに
ない物はご遠慮ください。）

第３７回 ふくしバザー物品受け入れについて（お願い）

第37回ふくしバザー
日　時：平成29年２月４日（土）10時～15時
　　　　　　　　 ２月５日（日）10時～14時
会　場：延岡市社会福祉センター

　平成28年10月１日から常務理事兼事業担当理事兼事務局長として就任いたしました
原岡秀樹です。
　地域福祉の発展のため、努力してまいりますので、前任者同様、ご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願いいたします。

ごあいさつ

在宅介護者のつどい（報告）
８月２９日（月）に、第２７回在宅介護者のつどいを開催いたしました。
今回は、地震の被害が大きかった由布市を訪問し、被災された介護者の方々や由布市社協職員のみなさんより、

介護の悩みや災害時の状況をいろいろ伺い、心に響くつどいとなりました。また小雨の中でしたが、湯布院を散策
し、参加者も満喫した時間を過ごされていました。

次回のつどいは、１２月に「笑いヨガ」や小物作りなどを予定しています。在宅で介護されている皆さまのご参加
をお待ちしております。
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小学校就学前までのお子さんと保護者同士が自由に集い、他の
親子や地域の子育てボランティアとの交流が楽しめる場で、誰でも
気軽に参加できます。
現在、鶴ヶ丘公民館で月１回開催しています。

子育てサロンについてのお問い合わせは、
延岡市社協　地域福祉課まで

あなたの地域の 地域福祉推進チーム

【子育てサロン】いちごクラブ【子育てサロン】いちごクラブ

地域福祉推進チームは、地域から孤独死を防ぎ、閉じこもりがちな高齢者を地域で支えるために、区長
さんや民生委員児童委員さん、地域の有志の方々が中心となって結成されたボランティアのチームです。
基本的な活動は、チーム員が２人１組となって声かけや見守りが必要な高齢者宅へ訪問し、困った事は

ないか、体調はどうかなどの様子を伺い、気になる事があったら早めに関係機関につなぐといったことや、
毎月１回、チーム員の定例会を開いて情報交換や消費者被害防止
の研修等を行っています。
現在、市内では２３２チームが活動しており、活動内容はチー

ムにより様々ですが、「訪問」による声掛けを定期的に行っている
チームもあれば、「灯りはついているか？」、「新聞は取り込んでい
るか？」、「洗濯物は干しっぱなしになっていないか？」など、それ
となく気にかけて見守っているチームもあります。
地域の中から孤立をなくし、誰もが安心して暮らせるよう、地域

で支え合いの活動を続けています。　
（若葉中央区推進チーム定例会の様子）

（サロンでの創作活動） （惣領町サロンひまわり会での健康体操）

あなたの地域の ふれあい・いきいきサロン
ふれあい・いきいきサロンは、閉じこもりがちな高齢者を地域で支えるために、地域住民とつながりを
持てる場・交流できる場を、地域福祉推進チームや区長さん、民生委員児童委員さん、地域の有志のボ
ランティアの方々でつくり、誰でも『気軽に・楽しく・無理なく』を基本として活動しています。
現在、市内には１３６のサロンがあり、基本的には、毎月１回以上、地区の公民館等を使って、ボラン

ティアの方々が運営されています。
活動内容としては、茶菓子を食べながらおしゃべりを楽しんだり、小物づくりやレクリエーション、健康

体操等の活動を行っており、不安等の解消とふれあい活動により生きがいを高めるような活動を続けてい
ます。

ま ち

ま ち
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【広告】【広告】

のべおか自立相談支援センター

生活の不安や悩み
まずはご相談ください

○相談支援員があなたの悩みごとの相談に応じます。
○あなたの意志を尊重し、一緒に解決方法を考え、寄り添いながら自立に向けて支援します。
○相談内容については秘密厳守。無料です。

開　所　日：月曜日～金曜日（年末年始・祝日を除く）
受 付 時 間：9：00～16：30
連　絡　先：0982-20-6111（直通）

家賃が払えない。
どうしよう…。

仕事がなかなか
みつからない…。

家族がひきこもって
いる。困ったなぁ。

　近年、地震災害や集中豪雨等による災害等が全国各地で発生しておりますが、大きな災害が発
生した場合、その対応には多くの人員、資材が必要となり、民間企業・団体など市民の方々の協
力が不可欠になります。
　そのため、平成18年度から延岡市危機管理室と延岡市社会福祉協議会で、災害ボランティア活
動を円滑かつ速やかに実施することを目的に、市内の企業や団体に事前に登録をしていただく、
「災害ボランティアネットワーク」を組織しています。
　このネットワークは、災害時の緊急的な生活復旧支援ボランティアの協力を呼び掛ける穏やか
なネットワークとして位置づけられており、参加する団体及び個人は何らの義務を負うものでは
なく、助け合いの精神に基づき行動していただくものとなっています。
　平成28年９月現在120の企業及び団体に登録していただいており、災害時の復旧支援に協力し
ていただけるよう連絡・調整を行っています。
　災害ボランティアネットワークへの登録書は、延岡市
役所・延岡市社会福祉協議会のホームページにも掲載し
ております。
　ぜひ、災害ボランティアネットワークへの登録をお願
いいたします。

延岡市災害ボランティアネットワーク登録団体募集!!延岡市災害ボランティアネットワーク登録団体募集!!

 

　　本　社　　　延岡市貝の畑町２９０３番地
TEL　（代表）　0982-38-0001
E-mail ： ymsk-sg@estate.ocn.ne.jp

山崎産業石油部　延岡市貝の畑町 2915 番地
TEL（0982-38-0552）燃料配達受承ります。

大瀬別荘　グループホーム　（延岡市古城町 11-12）
TEL　0982-33-2332

代表取締役社長　山﨑　司
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歳末たすけあい募金が始まります！歳末たすけあい募金が始まります！
期間：平成２8年１２月１日～１２月３１日

○犬・猫年間あたりの保健所・愛護センターでの殺処分数の現状とは
平成26（2014）年度の環境省が発表した犬の殺処分数は21,593、猫は79,745と年々減ってはいるもの
の、数だけで見ればまだまだ多い犬・猫の殺処分問題。どうして殺処分が起きてしまうのか、なくす
ために今、私たちに出来ることとは。

※延岡保健所　24年度のデータです

私たちは野良猫や野良犬、保護犬猫の新しい家族を
探すために月１回～２回の譲渡会を開催しています。
また、一般の方々の相談も受けています。

詳しくはホームページをご覧ください。

引取り… 62頭
捕獲……100頭
返還…… 41頭

譲渡…… 19頭
殺処分…103頭

好評！！

【広告】【広告】

今年度も「みんなでささえあうあったかい地域づくり」をスローガンに歳末たすけあい募金が始まります。
お寄せいただいた募金は、在宅の寝たきり高齢者・障がいのある方への紙オムツの支給など各事業に

助成しております。
また、歳末たすけあい募金の一環として、児童施設などの子どもたちへクリスマスプレゼントを届ける

サンタクロースキャンペーンを実施いたします！今年度もご協力をよろしくお願いいたします。　

下記のイベントにおいて、共同募金運動の一環としてポップコーン・
わたがしの販売や風船を配ります！！売り上げはそのまま募金となりま
すので、みなさんぜひお越しくださいっ！！！

11月３日（木）　はまゆう園収穫祭（北方町）
11月５日（土）　ふれあい福祉まつり（まちづくりセンター）
11月６日（日）　ふれあい魚釣り大会（北川町）
11月13日（日）　ＥＴＯの町フェスティバル（北方町）
11月20日（日）　防災フェスタ（消防署）
　　　　　　　 北川産業祭（北川町）

ボランテ
ィア

団体紹介
～動物愛護ボランティア～

延岡いぬねこ希望の会

延岡いぬねこ希望の会

サッシのお医者さん！
アルミ関係の新設はもちろん、
サッシの修理 サッシの取替え
宮崎県知事許可 第5462号
アルミサッシ建材・建具・ガラス工事業

有限会社 平岡工業
〒882-0071 延岡市天下町785
電話（0982）38-0104㈹　FAX（0982）38-0105
携帯 090-1080-9080　　E-mail:hiraoka@ma.wainet.ne.jp

向 陽 鉄 工 株 式 会 社

誠実に、着実に、そしてスピーディーに
お客様の信頼にお応えします。

本社：延岡工場/宮崎県延岡市大武町39番地5
TEL （0982）34-2551　FAX （0982）21-4691

http://www.koyo-t.com
東京：川崎：千葉：水島：守山：鈴鹿
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平成28年８月１日から平成28年９月30日までに次の方々からご寄付・ご寄贈がありました。心からお礼を申し上げます。
（個人情報保護法に基づき、了承を得た方のみ記載させていただいております。）

母・菊枝

伯母・盛田 マツ
妻・みどり
妻・ミツエ
夫・岩光
母・ツヤ子
夫・清教
父・孝臣
母・ミエ子

母・サカ子

延岡農業協同組合様よりチャ
リティゴルフ大会のチャリティ募
金よりご寄付をいただきました。
この寄付金は地域福祉のために
有効活用させていただきます。
ご協力ありがとうございました。

香典返し・一般寄付・物品寄付のご提供、ありがとうございました。

香典返しは 社会福祉協議会へ 社会福祉事業に役立っています。

この広報紙は共同募金の助成金で作成しています。

遠　田　千代子
陶　山　ヤス子
津　田　　　勇
田　中　一　雄
兒　玉　靜　雄
畦　原　金　一
戸　田　秀　男
橋　口　ノブ子
湯　川　修　由
戸　髙　里　子
中　須　節　子
岩　木　久　子
小　田　常　松
武　野　チズ子
酒　井　あさ子
酒　井　あさ子
酒　井　あさ子

芳　　名 故　人
本所受付

住　所 金額（円）

夫・福一
夫・利夫
姉・橋本ミエ子
母・シミ子
妻・壽代
母・イツ子
母・アキエ
夫・和兄
母・綾子
夫・昭七郎
夫・憲正
夫・清豈
妻・ヒサ子
夫・義介
夫・隆次
父・文夫
伯父・眞吾

安井町
野地町
川島町
下伊形町
松山町
粟野名町
土々呂町
川島町
大貫町
稲葉崎町
大武町
牧町
伊形町
塩浜町
天下町
天下町
天下町

30,000
20,000
30,000
30,000
30,000
50,000
20,000
金一封
30,000
50,000
50,000
30,000
30,000
20,000
金一封
金一封
金一封

芳　　名 故　人
北方支所受付

北浦支所受付

住　所 金額（円）

髙　見　和嗣郎 川水流 30,000

坂　本　榮之進
阪　本　末　博
児　波　歳　夫
磯　田　佳代子
脇　坂　光　則
横　村　ヒロ子
松　下　しげみ
小　林　庸　春

市振
宮野浦
古江
宮野浦
古江
古江
古江
古江

20,000
20,000
30,000
20,000
20,000
30,000
30,000
金一封

北川支所受付
和 木 　 務 川内名（八戸） 10,000

団　体・個人名
本所受付

金　額（円）

延岡農業協同組合
河　野　義　一（中島町）
阪　口　廣　枝（南一ヶ岡）

75,880
10,000
10,000

◎一般寄付

団　体・個人名 金　額（円）

伊藤鍼灸指圧院
㈲八巻製麺
㈲大臣
井上歯科

10,000
3,000
3,000
3,000

◎特別賛助会費

◎香典返し寄付 ※敬称は略させていただきます

ふれあい福祉相談（無料）

問い合わせ先：本所・各支所へご連絡ください。

・ふれあい相談（なんでも相談）
相談日：月・水・木・金曜日（9:00～17:00）

　　　火・土曜日（10:00～15:00）

　　　（日曜・祝日の相談はお休みになります。）

会　場：延岡市社会福祉センター（三ツ瀬町）

・無料法律相談（相談を希望される方は予約が必要です。）
本　　所：11月17日（木）10:00～15:00

　　　　  12月15日（木）10:00～15:00

北浦支所：12月20日（火）13:30～16:30

寄 付

本　　所

「人の役に立ちたい」「介護の仕事をしたい」２０名以上の仲間がいるところで働いてみませんか？

未経験の方・ブランクがある方も歓迎！ 福祉サービス課まで、お気軽にお問合せください。

ただいまヘルパーさんを募集しています！


