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延岡市社協だより ふれあいネットワーク

延岡市社協では災害時の様々なパイプ役を担
う人材を育成するため、平成１９年度より災害ボ
ランティアリーダー養成講座を開催しており、現
時点で７９６名の方々が受講されています。
７月１９日（日）災害に対する認識を高め、今後
のボランティア活動につなげることを目的とした
スキルアップ研修を開催しました。	（関連記事Ｐ３）

表紙…災害ボランティアリーダースキルアップ研修
P２……ボランティア体験募集
Ｐ３……スキルアップ研修　災害義援金について

赤い羽根共同募金のお願い
Ｐ４……安心カード地域見守り事業について
Ｐ５……特別賛助会費報告
Ｐ６……寄付報告　ふれあい福祉相談

災害ボランティアリーダースキルアップ研修の様子
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来るべき災害に備えて
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ボランティア活動保険のご案内
ボランティア活動をされる方は、ボランティア活動保険の加入をお願いします。
加入手続きは、延岡市社会福祉協議会の本所・北方支所、北浦支所、北川支所で行えます。

プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン
保険料 350円 500円
地震・噴火・津波によるケガ 補償対象外 補償対象
死亡保険金 1,040万円 1,040万円
入院保険金日額／通院保険金日額 6,500円／4,000円 6,500円／4,000円

こども食堂のべおか今山 幼老交流ととろ食堂 こども食堂土曜給食
活動日	 第1～第3金曜日
	 第4土曜日
時　間	 金曜日	15：00～準備
	 土曜日	午前から準備
内　容	 	調理、配膳の手伝い
準備物	 	エプロン、マスク	

三角巾、ハンドタオル
場　所	 	山下新天街の中・今山登り口	

山下町1丁目6-1-3

活動日	 第2・第4土曜日	
時　間	 10：00～12：00	
受入人数	 ３名（1回につき）
内　容	 調理、配膳の手伝い
準備物	 	エプロン、マスク	

三角巾、ハンドタオル
場　所	 	一ケ岡コミュニティセンター
	 	南一ケ岡2丁目17番地1号

活動日	 第1土曜日
時　間	 10：00～12：00	
受入人数	 ３名（1回につき）
内　容	 	調理、配膳の手伝い	

お弁当詰め、配布作業
準備物	 	エプロン、マスク	

三角巾、ハンドタオル
場　所	 	レスパイトサービスあるたすＬＬＣ
	 天神小路312-4	

みんなの食堂♡牧 おもちゃ病院のべおか フラワーフレンズ
活動日	 第3土曜日
時　間	 9：00～13：30
	 （活動可能な時間帯）
受入人数	 ３名（1回につき）
内　容	 調理、配膳、消毒、受付
準備物	 	エプロン、マスク	

三角巾、ハンドタオル
場　所	 牧公民館
	 牧町4412

活動日	 第2・第4土曜日
時　間	 13：00～16：00
内　容	 おもちゃの修理手伝い
	
☆どなたでも参加できます。	
簡単な修理作業を一緒に体験できます。
場　所	 延岡市社会福祉センター
	 三ツ瀬町1丁目12番地4	

活動日	 第1・第4火曜日
時　間	 9：30～12：00
内　容	 花壇の手入れ、苗植え
準備物	 軍手、作業ができる服装
☆花に興味のある方は是非体験や見
学に来てください。
場　所	 延岡植物園
	 天下町1235-1	

NPO法人　金堂ケ池を美しくする会 【申込方法】
　体験の希望がある場合は、必ず延岡市社会福祉協議会へ 
ご連絡ください。詳しい内容をお伝えします。
※	参加する際は、必ずボランティア活動保険（３５０円）に	
加入をしてください。

【申込・問合先】
　延岡市社会福祉協議会
　延岡市三ツ瀬町1丁目12番地4
　☎０９８２－３２－６５５５
※	新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合
があります。

活動日	 第1・第3日曜日
	 （４月～11月のみ）
時　間	 7：30～11：00
内　容	 ブラックバス釣り
☆どなたでも参加できます。
ライフジャケットを着用してくださ
い。中学生以下のお子様は保護者の
同伴が必要です。
準備物	 	釣り竿、ライフジャケット
場　所	 西階公園金堂ケ池

ボランティア体験参加者募集!!



期間：10月1日～12月31日

募金の
使われ方
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赤い羽根共同募金が始まります！
じぶんの町を良くするしくみ

令和元年度に延岡市内で集められた総額は9,658,725円でした。
この募金は、令和元年度に障がい児・者福祉活動や老人福祉活動、児童・青少年福祉活動 
などを行う団体に助成され、地域福祉のために役立てられます。

　皆さまから寄せられた募金は、地域の福祉のために役立てられます。
　今年も皆さまの温かいご協力をよろしくお願いいたします！
　令和２年度目標額：13,650,000円です。

共同募金運動は、現在「じぶんの町を良くするしくみ。」として地域のさまざまな
福祉活動を支援しています。

今回は「令和２年７月豪雨」の被災地でもある大分県
日田市のＮＰＯ法人リエラ代表理事の松永鎌矢氏を講
師としてお招きし「被災地の現状と災害ボランティアの
現場について」と題し、今まさに活動している被災地に
ついて報告していただきました。その後、災害支援でよ
く使われる資機材の説明があり「水害時のニーズに応じ
て、どの資機材を使うのが最適か」といった問題に参加
者が取り組みました。
延岡市においては南海トラフ巨大地震による甚大な
被害が発生することが予想されており、日頃から災害に
備えておく必要があります。今後も引き続き研修や訓練等を実施し、発災後にスムーズな復旧活動が行えるよ
うに努めていきます。

令和2年度 延岡市災害ボランティアリーダースキルアップ研修を開催しました

　被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
　延岡市社協では、令和２年７月豪雨災害で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）

《募集地域》　　　　中央共募、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県
《受付期限》　　　　	令和２年１２月２８日（月）まで	

（各共同募金会により異なりますので、お問い合わせください。）

《受付方法》　　　　	①現金（延岡市社協本所、各支所窓口へ）	
②金融機関への振込み

《お問い合わせ先》　本所　地域福祉課　Tel　0982-32-6555

「令和２年７月豪雨災害義援金」の募集について

昨年度の共募セレモニーの様子

ゆりかごＷＥＣ学院のみなさん



【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。

Seesaw
Welfare Service

【広告】

特定非営利活動法人みやざき自立支援センター
のべおかA型事業所

シーソーウェルフェア
〒882-0861
宮 崎 県 延 岡 市 別 府 町 3 7 2 6 - 1 番 地
TEL：0982-20-0370　FAX：0982-20-0373
URL:http://www.Seesaw-welfare.co.jp
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安心カード地域見守り事業！！

詳しくは、本所　地域福祉課、各支所までお気軽にお問い合わせください。

延岡市社会福祉協議会では、平成24年度より地域福祉の充実を図るため、
高齢者の方や障がいがある方が安心して安全な暮らしができるように各地
区の民生委員児童委員の皆様のご協力により“安心カード”の配布を行って
おります。
このカードは、ご自身・ご家族の緊急時に備え、かかりつけ医や緊急連絡
先などを記入し、磁石のついたケースの中に入れて冷蔵庫に貼っておくも
のです。ご自身、ご家族の「もしも!!」の時に備え、是非ご活用ください。

「
(家族・地域)

自分」の「
(家族・地域)

自分」による「
(家族・地域)

自分」のための「安心カード」

迅速な救急活動につなげるために（安心カード取扱説明書）
○対象世帯は、一人暮らしの高齢者世帯、高齢者のみの世帯、障がい者世帯で、地域の民生委
員児童委員さんが配布します。
○受け取ったらそのまま引き出し等に入れず、必ず必要事項を記入し、冷蔵庫に貼ってください。
○薬剤情報提供書、健康保険証や診察券の写し、本人の写真（裏に氏名を記入したもの）を一緒
に入れておくと、より有効に活用できます。
○情報を正確に記入してください。
○かかりつけ医療機関や緊急時の連絡先など、情報の変更等がありましたら必ず修正してく
ださい。

必要な方は地区の民生委員児童委員へ
申し出ください

＊北川地区「安心生活見守りキット」＊
北川地区では、住民が地域性を考え、地域の皆さんが安心、

安全な暮らしができるよう独自に作り出した「安心生活見守
りキット」を配布しています。

北川地区社協の地域福祉推進活動として地域福祉推進チー
ムの設立や活動支援に取り組む中、各推進チーム、区長、民生
委員の協力で普及、定着を進めています。



問い合わせ先　本所福祉サービス課勤務状況により社会保険加入も可。（※要相談）
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特別賛助会費のご協力、誠にありがとうございました。

※７月31日までに3,000円以上ご協力頂き、掲載の承諾を頂いた企業様のみ掲載致しております。（敬称略・順不同）
　この他にも多数の企業・団体等よりご協力をいただいております。誠にありがとうございました。

本　　　所
50,000円

㈻順正学園　九州保健福祉大学
延岡市役所　如月会

20,000円
延岡市役所　さつき会
㈻延岡学園

伸和会　延岡共立病院
㈲梶原自動車

10,000円
光学堂　あたご整形外科

㈱サンスマイル
㈱山口商会
宮崎県北地区同盟
宮崎県タクシー協会延岡支部
㈱延岡商工会館
㈳宮崎県北法人会延岡支部

延岡青年会議所
延岡電気工事業協同組合
延岡信用金庫
㈱宮崎銀行延岡営業部

延岡総合法律事務所
馬服＆パートナーズ

㈱出先
㈱石丸
延岡漁業協同組合

延岡市西臼杵郡薬剤師会
協同組合延岡卸商業センター
第一環境管理㈱
㈱東九州コンサルタント

健生会　大重産婦人科医院
隆誠会　延岡保養園

旭マルヰガス㈱
㈲一山木材

延岡市医師会
延岡地区建設業協会
県北生コン協同組合
延岡農業協同組合
㈱岸上商店
㈱富高工務店
八作建設㈱
㈲木村仏具店
延岡鉄工団地協同組合
山本武春税理士事務所
日本ピー・シー・テー建設㈱
㈱延岡十電舎
村上建設工業㈱

㈱カシヤマ
晃成会　板野内科胃腸科医院
康仁会　谷村病院

エンシティホテル延岡
明巧堂印刷㈱

みのり会
㈲エヌ・エム・シー（新谷税理士事務所）
木山会計事務所
㈱南日本環境センター
㈲南日本設備サービス
上田工業㈱

恒昇会　タカオ眼科
建悠会　吉田病院

佐藤幹薬局
津野田歯科医院
松本水産㈱延岡工場
清本鐵工㈱
火宮電気管理

5,000円
モール地研㈱
㈱久米建設
藤仲興産㈱
㈱宮崎ガスサービスショップ
㈱ながと
センコー㈱東九州主管支店
千徳酒造㈱
四倉歯科医院（柚の木田）
㈲松下設計
㈲河野印刷
延岡地区森林組合
吉玉精鍍㈱
㈱光菱熱学
㈱延岡綜合地方卸売市場
田原病院
㈱丸文
チムニー
プリンシプル㈱
㈲吉田石油店
㈱セキュリティサービス（都城市）

3,000円
旭愛鶏園

金一封
旭化成㈱延岡支社
㈱協同防災（宮崎市）

宮本整形外科　
㈱夕刊デイリー新聞社

中心会　野村病院

㈱髙見工務店
太陽技術コンサルタント㈱

愛育福祉会
㈱カクイックスウィング延岡営業所
㈲旭空調設備メンテナンス
宮本㈲
宮崎ガス㈱延岡支店
㈱レイメイ藤井
林田眼科医院
㈲林田コンタクトレンズ
㈱吉田
㈱トーフク
㈲平岡工業
橘屋酒店

ふれあい福祉会

北　浦　支　所
10.000円

千寿会
北浦漁業協同組合
北浦診療所

5,000円
政和会　高橋医院

古江保育所
双葉保育所
慈光保育園

金一封
㈲中村屋

北　川　支　所
10,000円

㈲茂 石油店
豊寿会（きたがわ荘）
悠隆会

㈱くらこん
上赤花木組合
㈲赤木建設
北川漁業協同組合
下塚しきみ組合

5,000円
㈲工藤自動車
㈲南和
㈲祝子川温泉 美人の湯

金一封
㈱エーコープみやざき北川店
㈲メープルウェルフェアーサービス
北川自動車修理工場㈲
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令和２年６月１日から令和２年７月31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

団…体…・…個…人…名 金額（円）
本所受付

牛　島　　　宏
柳　田　泰　宏

10,000…
10,000

この広報紙は共同募金の助成金で作成しています。

芳　名 故　人 住　所 金額（円）
本所受付

北　原　基　継
古　澤　　　哲
長　野　龍太郎
江　藤　弘　敏
堀　田　正　伸
甲　斐　照　美
吉　田　しのぶ
甲　斐　加代子
須　田　路　子
川　嶋　万貫雄
工　藤　　　計
上　原　美貴子
松 田 澄 子
匿 名

父・北原　義基
父・古澤　　巧
妻・長野　カズヱ
妻・江藤　真由美
妻・堀田　ミフジ
夫・甲斐　晃宏
夫・吉田　俊一
母・三雲　ヒサエ
夫・須田　正孝
妻・川嶋　京子
妻・工藤　カズ子
夫・上原　通弘
夫・松田　謙一郎

長浜町
構口町
古城町
富美山町
川島町
若葉町
大瀬町
早日渡巳
土々呂町
野田
塩浜町
南一ヶ岡
天神小路

20,000…
20,000…
30,000…
10,000…
20,000…
金一封
50,000…
金一封
10,000…
30,000…
30,000…
30,000…
50,000
金一封

芳　名 故　人 住　所 金額（円）
北方支所受付

富　山　勝　義
髙　見　敏　江
越　智　正　敏
末　永　安喜男
髙　見　美　穂
甲　斐　久　雄
甲　佐　美代子

母・富山　ツヤ子
夫・髙見　正生
父・越智　　豊
母・末永　クニヱ
父・飯田　仙次
父・甲斐　幸一
夫・甲佐　光雄

早上巳
板下戌
曽木子
早日渡巳
美々地未
早中巳
早上巳

20,000…
30,000…
100,000…
30,000…
金一封
30,000
金一封

北浦支所受付

日　髙　正　通
森　　　幸　義
河　野　徳　子
植　田　マサ子

母・日髙　サツヱ
妻・森　　昌子
夫・河野　太喜雄
夫・植田　啓一郎

三川内
市振
古江
古江

30,000…
20,000…
金一封
80,000

北川支所受付

柳　田　正　幸 母・柳田　千代子 川内名（深瀬） 20,000

◎香典返し寄付

◎一般寄付

※敬称は略させていただきます

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
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み ん な で つ く ろ う 　 支 え 合 う 地 域 社 会

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。

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Ａ
ＥＤ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。

ふれあい福祉相談（無料）

AED

■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 ： 9月17日（木）10：00～15：00
  　 10月15日（木）10：00～15：00
　北方支所 ： 9月16日（水）13：30～16：30
　北川支所 ： 10月20日（火）13：30～16：30

問い合わせ先：本所・各支所へご連絡ください。


