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延岡市社協だより ふれあいネットワーク

表紙…… 赤い羽根共同募金セレモニー
Ｐ２…… ふくしバザー物品受入れについて
Ｐ３…… 地区社協活動、いきいきサロン活動
Ｐ４…… ハンディキャップスキルアップ研修（報告）
… 活動団体紹介
Ｐ５…… 歳末たすけあい募金、義援金について
Ｐ６…… 寄付報告、ふれあい福祉相談

目 次赤い羽根共同募金運動のス
タートとなる10月１日に、イ
オン延岡店にてセレモニーを
行いました。
ゆりかごＷＥＣ学院の元気

な園児のみなさんがマーチング演奏等でセレモ
ニーを盛り上げてくれました！
期間中、市内各所で募金運動が行われます。

皆さまのご協力をよろしくお願いします。
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第40回 ふくしバザー物品受け入れについて（お願い）

「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　１１月１１日（月）～１２月１３日（金）の午前９時から午後４時まで
＊土・日・祝日の受け入れはできません。

また、上記期間以外での受け入れはお断りしております。

大変申し訳ありませんが、引き取りにお伺いすることはできませんので、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。

○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

◎お取り扱いできない物
・日本人形やフランス人形、ガラスケースに入った人形、節句飾り
・帽子、くつ、カレンダー
・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
・辞典　  ・中古雑誌　  ・酒類　  ・刃物類　  ・化粧品　等
※今年度からぬいぐるみのお取り扱いはできません（キーホルダー含む）

その他、バザーで販売できない物（物品の状態が悪い物等）については
受け入れをお断りさせていただきますので、ご了承ください。

◎衣類について（お願い）
表面にネームが刺繍された衣類はお引き受けできません。（学生服可）
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４０回 ふくしバザー日程
日　時：令和２年１月25日（土）10時～15時

１月26日（日）10時～14時
会　場：延岡市社会福祉センター

　★ふくしバザー送迎車ドライバーの募集について
　駐車場（消防署）からバザー会場まで、公用車で送迎できるボランティアを若干名募集します。
　「送迎経験のある方」連絡をお待ちしております。お問い合わせ先：地域福祉課　３２-６５５５

　★延岡市社会福祉センター研修室のご利用について
　第４０回ふくしバザー準備の為、１１月から２月上旬まで研修室のご利用が一部できなくなります。
　詳しくは、総務課までお問い合せ下さい。



ふれあい・いきいきサロンの紹介
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伊福形地区社協（高齢者福祉部会）主催で、８月21日（水）に推進チーム・ふれ
あいいきいきサロンの合同研修会が伊形中央公民館で開催されました。
伊福形地区社協には推進チームが８チーム、ふれあいいきいきサロンが６サ

ロン設置されており、活発に活動しています。
今年６月に、このエリア附近で「汚水管の点検をする」などの点検商法による

自宅訪問事案があったことをうけて、今回は注意喚起を目的に、宮崎県消費生
活センター延岡支所に講話を依頼し「くらしの中の契約」について勉強しました。
参加された代表者から「他人事ではない」「チームやサロンの参加者に早く
伝えたい」「自分とこのサロンでも勉強会をしたい」など、前向きな意見があり
ました。

北方地区社協では、９月26日（木）に秋の全国
交通安全運動にあわせて交通安全教室を開催
しました。
当日は約30名の参加があり、延岡警察署の運
転シュミレーターの体験やサポートカーの試乗等、
皆さん真剣な表情で参加していました。

延岡市社協では、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、交流できる場としてふれあい・いきいきサロン活動を推進しています。
北川地域では、令和元年８月にはふれあい・いきいきサロンコスモス（白石）とサロン
飛石が、10月には八戸、元気・元気サロンが新たに設立され、現在９か所になりました。
活動内容としては、お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、健康体操など活動はさまざまですが、笑顔あふれるサロンばかりです。

【北川町内のサロン】
（1）本村いきいきサロン　（2）くまたいきいきサロン
（3）ぐんばいとんぼ(家田)
（4）いきいきサロンえのたけ（俵野）
（5）瀬口いきいきサロン　（6）下塚いきいきサロン
（7）ふれあい・いきいきサロンコスモス（白石）
（8）サロン飛石
（9）八戸、元気・元気サロン

土々呂地区社協では年１回寺子屋事業に取り組んでいます。
地域の子ども達が習字や絵日記、ドリル、読書感想文など、宿
題持参で参加していました。土々呂地区社協メンバーがそれぞれ、
習字の先生、絵の先生、国語・算数の先生になって、勉強を教え
ています。
子どもたちの、宿題がずいぶん進んでいました。今後も寺子
屋事業を活発にしていきたいと考えています。

地区社協活動

サロン活動

伊福形地区社協推進チーム・いきいきサロン合同研修会

土々呂地区社協寺子屋事業 北方地区社協高齢者等交通安全教室

合同研修会の様子

交通安全教室の様子

＊みんなで楽しく、ミニボーリング！
（ふれあい・いきいきサロンコスモス）

みんなで練習、敬老会で歌います！（サロン飛石）

寺子屋学習の様子
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ハンディキャップ体験学習指導員スキルアップ研修報告
延岡市社協では、９月８日（日）に学校や地域からの依頼を受け実施している「ハンディキャップ体験学習」で
活躍されている指導員を対象に、スキルアップ研修会を開催し、15名が受講しました。
参加した指導員は、福祉講話やアイマスク体験の実技指導を熱心に学んでいました。

〈参加者の感想〉
○アイマスク体験学習で階段の上り下りの指導をする時の勉強になりました。
○専門家の話は今後の参考になります。

本会では、ハンディキャップ体験（車いす体験・アイマスク体験・高齢者疑似体験・手話体験・福祉講話）を実
施しています。ご希望に応じて内容を組み立てることができますので、今後、地域の勉強会などで是非ご活用く
ださい。

アイマスク体験の様子 福祉講話の様子

幼老交流 ととろ食堂
幼老交流「ととろ食堂」は、だれもが安心して立ち寄れる地域交流の場所をめざして活動しています。

営業時間
営業  12：00～
閉店  無くなり次第終了

幼児～高校生まで
無料（30食限定）
大学生以上

寄付をお願いします。

延岡市一ケ岡コミュニティセンター
〒889-0506　
延岡市南一ケ岡２丁目１７-１

（一ヶ岡小学校の南側にあります）

毎月
第２/第４
土曜日
営業

私たちの活動目的
• 孤食と貧食の子どもたちをサポート
• 子どもたちの健全育成を図る活動
• 社会教育の推進
• 地域コミュニティの推進活動

 「ととろ食堂」は、皆様からのあたたかいご寄付とご支援で、安定した活動
を行うことができます。子ども達に継続的な支援を行うため、寄付金や食材・
調味料などのご寄付や食堂に必要な物資などのご支援をして戴けるサポーター
を募集しています。又調理ボランティアも募集しております。　　　　

支援団体　延岡地区更生保護女性会　
連絡先：090-9477-8835　代表　富山友子



【広告】

Total Ecology Management

第一環境管理株式会社
電話 ： 0982-34-2992

未来へつなぐ環境管理、きれいな空間をお届けします。

正社員、パート、アルバイト随時募集中！!
一緒に働きたい方、是非お電話下さい。

平成 30 年９月１日より向陽鉄工は社名が変わりました。

代表取締役社長　在 原 利 行

【広告】

一生懸命がんばっていただける方、お待ちしています！！

② 常勤ヘルパー《日給 ６，６００円》
　 時間外手当、勤続手当、処遇改善手当等支給

① 登録ヘルパー《時給 １，２００円》
　 １日１ｈ～、週１回～　ＯＫ！

勤務状況により社会保険加入も可。（要相談）

年齢・性別・経験不問です！

活動費手当、処遇改善手当、土日祝日手当等支給

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：令和元年１２月１日～１２月３１日

（昨年度の募金活動の様子）

延岡市では台風 17 号に係る義援金の受付を行っています。延岡市では台風 17 号に係る義援金の受付を行っています。

移送サービス
有償ボランティア募集について
移送サービス
有償ボランティア募集について
延岡市社協では、外出が困難な身体障がい者・
高齢者の在宅生活支援と社会参加の促進につな
げることを目的とした移送サービスの運転を行う
有償ボランティアを若干名募集いたします。
ご興味のある方は、
本所 福祉サービス課まで
お気軽にお問合せください。 問い合わせ先 ： 福祉サービス課

ホームヘルパー 募集！ホームヘルパー 募集！

急募！急募！

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
紙オムツの支給や市内２２の地区社会福祉協議会の活動のために助成など
をしております。募金へのご協力よろしくお願いします。

　この度、台風１７号により被災された方々にお見舞い申し上げます。
　延岡市では、台風１７号の影響による竜巻などにより被災された方々への義援金を受け付けております。
　皆様の温かいご支援、ご協力をお願いいたします。（義援金は税制上の優遇措置が受けられます。）

《受付期限》 令和２年３月３１日（火）まで
《受付方法》 ①金融機関へのお振込み
 ②現金（延岡市役所会計課　窓口へ）
《お問い合わせ先》 延岡市役所会計課　℡ ０９８２－２２－７００８

（5）…社協だより
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香典返し・偲び草・一般寄付のご提供、ありがとうございました。
令和元年８月１日から令和元年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。）

社会福祉協議会へ  社会福祉事業に役立っています。香典返しは

芳　名 故　人 住　所 金額（円）
本所受付

久 保 智 子
甲 斐 照 子
小 泉 実 男
木　谷　トミ子
大　平　サツキ
工 藤 康 純
早 瀨 芳 子
諏 訪 洋 征
稲 垣 勝 久
菊 池 耕 一
渡 部 卓 明
甲　斐　秋四郎
徳 弘 安 永
稲 田 順 子
麓 　 敏 子
山 田 誠 一

夫・久保　愿
夫・甲斐　芳彦
母・小泉　シヤチ子
夫・木谷　俊二
夫・大平　久
母・工藤　敏子
夫・早瀨　日支男
長女・柴田　雅代
父・稲垣　力蔵
母・菊池　チエ子
妻・渡部　幸子
妻・甲斐　ミサエ
妻・徳弘　節子
二女・南　久子
夫・麓　春光
妻・山田　陽子

平原町
別府町
土々呂町
南一ケ岡
大貫町
富美山町
桜ヶ丘
古城町
南一ケ岡
稲葉崎町
山月町
南一ケ岡
川島町
中三輪町
平原町
若葉町

30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
金一封
金一封
20,000
20,000
金一封
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000

団…体…・…個…人…名 金額（円）
本所受付

金子　秀輝　（稲葉崎町）
河野　義一　（中島町）
岩切　寛躬　（下伊形町）
佐藤　義和　（伊形町）
延岡農業協同組合

河野　義一（９月号未掲載分）

4,000
10,000
10,000
30,000
80,850

10,000
※９月号におきまして、一般寄付の掲載が漏れておりました。
　お詫びして、11月号に掲載させていただきます。

芳　名 故　人 住　所 金額（円）
北方支所受付

一 水 恵 子
大久保　駒　一

姉・林田　幸子
妻・大久保　マス子

日平未
早日渡巳

20,000
30,000

北浦支所受付
澤 部 信 義 妻・澤部　初美 古江 20,000

北川支所受付
吉 田 幸 子
大　野　誠次郎
島 田 敬 子

姉・吉田　千千子
妻・大野　敬子
夫・島田　定彬

川内名（瀬口）
川内名（瀬口）
川内名（熊田）

10,000
20,000
30,000

◎香典返し・偲び草　寄付

◎一般寄付

※敬称は略させていただきます

この広報紙は共同募金の助成金で作成しています。

社会福祉法人　延岡市社会福祉協議会
本　　所：〒882-0842… 延岡市三ツ瀬町１-12 -４… 電話…32-6555… Fax…35-5863
北方支所：〒882-0125… 延岡市北方町川水流卯1420… 電話…47-3294… Fax…47-2317
北浦支所：〒889-0301… 延岡市北浦町古江2433 -１… 電話…45-2427… Fax…45-4101
北川支所：〒889-0101… 延岡市北川町川内名7226 -４… 電話…46-2123… Fax…46-3016
ホームページ・アドレス…https://www.nobesha.net　　…メール・アドレス…info@nobesha.net

み ん な で つ く ろ う 　 支 え 合 う 地 域 社 会

団…体…・…個…人…名 金額（円）
本所受付

（福）愛育福祉会
㈱カシヤマ
日新興業㈱
仲摩商事㈱
㈲平岡工業
㈱建吉工務店
ベーカリー原田…

金一封
10,000
金一封
10,000
5,000
3,000
3,000

北方支所受付
㈱アウル技建 3,000

北川支所受付
赤木林業 金一封

◎特別賛助会費 特別賛助会費のご協力誠にありがとうございました。

問い合わせ先：本所・各支所へご連絡ください。

ふれあい福祉相談（無料）
■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21日（木）10：00～15：00
　　　　12月19日（木）10：00～15：00
北浦支所：12月17日（火）13：30～16：30

ＡＥＤの設置
　延岡市社会福祉センター、北方健康福祉
センターでは館内にＡＥＤ（自動体外式除
細動器）を設置しております。近隣でＡＥＤ
を必要とする緊急事態が発生した場合には、
ご活用ください。 AED


