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今年度も赤い羽根共同募金が
始まりました。
新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から様々な活動が中止となってお
りますが、新しい生活様式に法り、福祉活動事
業を行うため、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。



（令和元年度　歳末たすけあい募金活動、紙おむつ助成の様子）

第41回 ふくしバザー中止について

社協だより…（2）社協だより…（2）社協だより…（2）

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
助成や、市内２２地区社会福祉協議会にて
行われる活動に助成をしております。

本年度は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、大変厳しい社会情勢が続く中
での取り組みとなりますが、募金へのご理
解とご協力をよろしくお願いいたします。

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２年12月１日～12月31日期間：令和２年12月１日～12月31日

今年度のスローガン今年度のスローガン

｢つながり ささえあう みんなの地域づくり｣｢つながり ささえあう みんなの地域づくり｣

ふくしバザーは1981年より毎年皆様にご協力いただきながら開催してまいりました。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、実行委員の各団体を対象にアンケート調査を行った結果、

運営面において３密(密閉・密集・密接)を避けることが難しいため、中止の運びが良いのではとい
う意見が大半を占めておりました。

そこで苦渋の決断ではありますが、ご協力いただく皆様や来場される方々のご健康と安全を最優
先とし、中止せざるを得ないと判断いたしました。

バザーの中止に伴い、例年11月上旬より行っておりました
物品受入れについても中止いたします。

何卒ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。



開 催 日 料　　金

開催時間

場　　所

● 第1,2,3,5金曜日
● 第4土曜日

18歳まで無料
大人は200円

● 金曜日/17：30〜　
● 土曜日/12：00〜13：30（カレーの日）

山下新天街鳥居脇 山下町1丁目6－1－3
電 話 090-1345-4053

（3）…社協だより（3）…社協だより

子どもネットワークのべおかでは 2017 年 7 月より、子ども食堂を開催しております。
堀之内理事長は「全ての子どもが子どもらしく伸び伸び幸せに暮らせる社会を目指しており、待っている人が

いるから頑張れる。活動は大変なこともあるが楽しい。」との思いで活動を行っています。また、新型コロナウ
イルス感染症の影響で学校が休校となった際に子ども食堂の必要性を改めて感じたとのことでした。

調理担当の方は、メニュー決定、買い出し、調理、盛り付け、受け渡しまで管理栄養士の方を中心に数名の
スタッフで衛生面に留意しながら作業を分担しており、子どもの目線で子どもが喜ぶような食事になるように考
えて調理を行っています。現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から食堂形式ではなく、お弁当の
配布を行っています。

子どもネットワークのべおかは今後も子どもとその家族、関係する人を応援する活動を行います。

■ 子どもネットワークのべおか
事務局:延岡市東本小路131番地5（延岡市民協働まちづくりセンター内）  TEL 0982-20-2568
Facebookページ : ｢子どもネットワークのべおか」

「こども食堂　のべおか今山」は、子ども達に栄養バランス
の高い食事を提供することを心がけて活動を行っています。

新 型 コロ ナウイル ス の 影 響 により学 校 が 休 校 に な
り、「お 仕 事をされているご 家 庭はどうするのだろう？ 
子ども達の食事はどうなるのだろう？保護者の負担になるので
は？」と、ボランティアの皆さんの温かい思いやりから三密を
避ける方法を考慮し、休校中は 30 食分のお弁当配布を行い
ました。

現在は新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながら通
常通り活動を再開しています。

子ども達にとって第三の居場所になれるように、これからも
元気に活動していきます！

子ども食堂 土曜給食： 毎月第 1 土曜日 11 時 30 分～子ども食堂 土曜給食： 毎月第 1 土曜日 11 時 30 分～
場所：延岡市天神小路 312-4場所：延岡市天神小路 312-4 （レスパイトサービスあるたす）（レスパイトサービスあるたす）

子ども食堂 土曜給食子ども食堂 土曜給食
子どもネットワークのべおか子どもネットワークのべおか

こども食堂こども食堂
のべおか今山のべおか今山

コロナに負けない!地域の活動についてご紹介コロナに負けない!地域の活動についてご紹介

子 ど も 食 堂 の ご 紹 介子 ど も 食 堂 の ご 紹 介

延岡には6箇所の子ども食堂があります。食材や日用品等を寄付することや、ボランティアで子ども食堂を支援することもできます。
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“お茶の翠峯園”は立ち寄り処として店舗を開放しています！
店主の猪狩日富美さんはお世話になった地域の方々に何か恩返しできる事はな

いかと考え、気軽に集える場所として店舗を開放されたそうです。猪狩さんは「お
茶の買い物は本当に必要な時だけでいいから、気楽な気持ちで立ち寄ってほしい」
と、会話から生まれる温かい人間関係をとても大切にされています。

今後は立ち寄り処以外にも「お茶入れ教室」等も開催したいとのことでした。是
非一度、お店に足を運んでみてはいかがでしょうか。聞き上手な店主が美味しい
お茶を用意してお待ちしています！

岡富北地区社協・岡富西地区社協岡富北地区社協・岡富西地区社協
地域福祉活動計画が完成しました。地域福祉活動計画が完成しました。

岡富北地区社協　会長　松田　正樹 氏
　昨年６月より策定委員会を設置し、地域住民へアンケートを行
いました。アンケート結果から地域課題を分析し、地区社協で実
施していくことについて毎月協議を重ねてきました。
　完成した地域福祉活動計画は、岡富北地区社協圏域の全世帯へ
配布をします。
　今後は、地域福祉活動計画を基に岡富北地区社協の活動を充実
させていきます。

岡富西地区社協　会長　佐藤　秀子 氏
　策定委員と地域の皆様のご協力で、地域福祉活動計画が完成し
ました。完成した地域福祉活動計画は全世帯に配布を行います。
岡富西地区社協の活動を多くの地域住民に知っていただけるよ
う、活動していきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いし
ます。

○NPO法人 金堂ケ池を美しくする会
特定外来魚（ブラックバス）釣りによる駆除活動に、親子連れや中学生

に多数参加していただきました。参加された方々は「初回は全く釣れな
かったですが、２回目は数匹釣れたので良かったです」「また参加します」
と言われていました。

○フラワーフレンズ（延岡植物園　花壇の手入れ、苗植え）
久澄会長は「若い方が参加していただいて本当に嬉しいです。平均年
齢が下がりました。もっと多くの方に活動を知っていただきたいです。」
と言われていました。

写真：NPO法人金堂ヶ池を美しくする会
活動の様子

体験ボランティアの報告体験ボランティアの報告

場所 延岡市祇園町1-4-6 定休日 日・祝 営業時間 10時～16時



【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

（5）…社協だより

　社会福祉士や教職員として将来活躍
したいと夢をもった学生4名が社会福
祉協議会、北方デイサービスにてそれ
ぞれ実習を行いました。社会福祉協議
会では夢を持った学生を応援していき
ます！

P3こども食堂のべおか今山の記事は九州保健福
祉大3年生 長野さん・日髙さんにて作成しました。

九州保健福祉大学学生が実習を行いました！九州保健福祉大学学生が実習を行いました！

北方デイサービスでの実習の様子お茶の翠峯園にてインタビュー

みてみてふくしでは、延岡市内の企業広告を掲載することができます。
(※掲載例として、P5下段をご参照ください)

企業広告代の収益は、地域福祉の推進に活用させていただきます。

掲載についてのお問合せは社会福祉協議会までお願いいたします。

広 告 掲 載 募 集 し て い ま す
みてみてふくし
みてみてふくし

介護職員初任者研修修了以上 年齢・性別・経験不問です！介護職員初任者研修修了以上 年齢・性別・経験不問です！

■登録ヘルパー《時給 1，200円》
　活動費手当、処遇改善手当、土日祝日手当等支給
　１日１ｈ～、週１回～でもＯＫ！

勤務状況により社会保険加入も可。(※要相談) 問い合わせ先：福祉サービス課
庶務 

ホームヘルパー募集ホームヘルパー募集

一緒に頑張っていた
だける方、ご連絡を
お待ちしています。

急募！急募！
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令和２年８月１日から令和２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 寄附物品
本所受付

徳　田　文　子（南一ヶ岡） オムツ一式

団…体…・…個…人…名 寄附物品
本所受付

延岡市土地改良区
姫田工業
山本歯科医院
（医）昭和会　黒瀬病院
宮安電機㈱
学校法人あたご学園
　一ツ岡南幼稚園
㈱オメガ
弁当・惣菜の店　牧
ひの社会福祉士事務所
旭有機材㈱
㈾藤本紙店
日新興業㈱
仲摩商事㈱
日髙勝三郎商店
㈱岸田電業

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

3,000

3,000
3,000
3,000
金一封
金一封
金一封
金一封
金一封
金一封

団…体…・…個…人…名 寄附物品
北方支所受付

北方医院
㈲山岡設備工業
㈾湯川百貨店
甲斐テツエ商店
甲斐酒石油店
㈲ふじファーマシー
　きたかた調剤薬局
角田石油店
県北浄化槽㈲
㈲青木自動車整備工場
延岡市三北商工会
㈱エーコープみやざき北方店
㈶速日の峰振興事業団
　ＥＴＯランド
㈲県北石油
㈱北方ゴルフクラブ
戸高石油店

20,000
10,000
10,000
10,000
10,000

10,000

10,000
10,000
10,000
5,000
5,000

5,000

5,000
5,000
5,000

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

中　島　カネヨ
石　谷　英　子
上　杉　修一郎
甲　斐　絹　代
矢　山　たえ子
牧　野　カズ子
井　上　　　昇
吉　岡　健　雄
牧　田　　　稔
森　　　八重子
栁　田　カズヱ
歌　門　範　幸
宮　田　初　子

夫・中島　林
夫・石谷　惇
母・上杉　シメ子
夫・甲斐　信一
母・矢山　ウメノ
夫・牧野　時明
妻・井上　和子
妻・吉岡　ハルエ
妻・牧田　愛子
義母・森　キクノ
夫・栁田　政樹
母・歌門　文子
夫・宮田　藤夫

中三輪町
大貫町
野田町
平原町
塩浜町
片田町
昭和町
北新小路
南一ケ岡
浜砂
小峰町
桜小路
三須町

金一封
100,000
20,000
金一封
50,000
20,000
100,000
30,000
50,000
30,000
金一封
30,000
50,000

北方支所受付
黒　木　文　敏
富　山　弥之七

母・黒木　マチヱ
母・富山　トヨ子

蔵田辰
早中巳

30,000
30,000

北浦支所受付
河　野　みや子 夫・河野　太一 古江 30,000

北川支所受付
河　野　貞　彦
矢　野　　　智
西　野　光　義
松　本　美代子

母・河野　ハルノ
夫・矢野　尚武
母・西野　ミツ子
夫・松本　進一

長井（家田）
川内名（上赤）
川内名（瀬口）
長井（本村）

金一封
30,000
20,000
50,000

◎香典返し寄付

◎物品寄付 ※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
ホームページ・アドレス…http://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

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。

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19日（木）10：00〜15：00
  　 12月17日（木）10：00〜15：00
　北浦支所 ： 12月15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。

◎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。

※みてみてふくし9月号発刊より９月30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。


