
延岡市社協だより ふれあいネットワーク
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P１……北浦海岸地区社協主催…「茶摘み体験」
P２………令和2年度事業報告・決算報告、賛助会費のお願い
P３………ボランティア体験・職員募集、事務局長紹介について
P４………災害ボランティアに関する取組、
　　　民児協活動、皆さまのあたたかいご支援
P５………安心カードについて、学生服などの寄付募集について
P６……寄付報告、ふれあい福祉相談

目 次北浦海岸地区社協が主催している茶摘み体験は、北浦
小学校3年生を対象に世代間交流の一環として毎年開催し
ています。今年度は昨年体験できなかった児童も一緒に
参加し、一連の茶摘み体験を行いました。この活動は、
平成21年に地下地区の茶山が日本の里百選に選出された
のをきっかけに10年以上にわたり行っています。

北浦海岸地区社協では、地域資源を活用した体験活動
を福祉教育につながる“郷

きょういく

育”ととらえており、今後も継続
したいと考えています。



支出

収入 ●受託金収入

●介護保険事業収入
　117,814,839円（29.4％）
　【内、受託金収入：91,397,872円】
・居宅介護支援介護料収入
・包括運営受託金収入
・生活支援コーディネーター
　　　　　　　　受託金収入　他

●介護予防・居宅サービス等事業
　106,867,120円（26.7％）
・居宅介護支援事業
・地域包括支援センター事業
・介護予防支援事業
・生活支援コーディネーター事業

●介護保険等事業
　49,091,190円（12.2％）
・訪問介護事業
・デイサービスセンター事業

●支え合いのまちづくり事業
　80,175,315円（20％）
・地区社協支援事業
・地域福祉推進チーム事業
・いきいきサロン事業
・ボランティアセンター事業
・生活困窮者自立支援事業
・日常生活自立支援事業
・社会福祉センター管理運営事業
・生活福祉資金貸付事業　他

●法人運営経営管理事業
　133,559,703円（33.3％）
・理事会、評議員会運営
・事務局経費

●介護保険事業収入

・介護（介護予防）報酬収入
・利用者負担金収入　他

●障害福祉サービス等事業収入
　29,148,730円（7.3％）
　【内、受託金収入：7,958,500円】
・介護給付費収入
・計画相談支援給付費収入
・障がい者生活支援事業受託金収入　他

●その他の収入
　1,322,792円（0.3％）
・コロナウイルス感染症対策補助金
・受取利息配当金収入

●その他の収入
　28,907,474円（7.2％）
・センター利用料収入
・市民助け合い資金事業償還金収入
・受取利息配当金収入
・基金積立資産取崩収入　他

●障がい者自立支援事業
　27,259,299円（6.8％）
・居宅介護事業
・障がい者相談支援センター「ぱれっと」　他

●当期資金収支差額
　3,886,722円（1％）

●自主財源
　10,997,449円（2.8％）
・賛助会費
・寄附金（香典返し、一般寄附等）

●補助金収入
　120,470,419円（30％）
・社会福祉センター運営補助金
・地域福祉推進チーム支援事業補助金
・ボランティアセンター運営補助金
・共同募金配分金収入
・コロナウイルス感染症対策補助金　他

　 41,598,666円（10.4％）
・生活困窮者自立支援事業
・日常生活自立支援事業
・生活福祉資金貸付事業
・重度障がい児者社会参加促進事業
・恒富地区高齢者コミュニティ
　　　センター管理運営事業　他

　50,578,980円（12.6％）

（内部相殺となる繰入金〔34,605,842円〕を除く）
令和２年度 収支決算報告：400,839,349円令和２年度 収支決算報告：400,839,349円

令和２年度　事業報告並びに決算報告
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令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大というこれまでに経験したことのない事態に直面し、対面での業務を主
とする本会においても様々な面で影響を受けました。各種行事や研修会、会合等は軒並み中止となり、そうした中でも、
本会の役割である地域福祉を推進していくため、感染予防に努めながら、試行錯誤を繰り返す１年となりました。このコ
ロナ禍において、相談が急増した生活福祉資金特例貸付については、迅速な対応ができるよう相談体制を整えるとともに、
感染が拡大しても必要な業務が継続できるよう、感染防止対策とオンライン会議等対応のためのＩＣＴ環境の整備を行
いました。
法人運営に関しては、今後も厳しい経営状況が続くことが予想されることから、経営改善に向けて具体的な取り組み

を示した「経営改善計画」を策定しました。今後は、この計画に沿った取組を職員一丸となって進めることで、安定した
経営に努めていきます。

皆さまからお寄せいただく賛助会費は、貴重な財源として地域福祉活動に有効に活用
させていただいています。
どうぞ趣旨をご理解いただき、賛助会費へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

賛 助 会 費 へ の ご 協 力 に つ い て

あなたの善意が

地域福祉を

支えています



（3）…社協だより

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から準備
	 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 子ども食堂恒富 おもちゃ病院のべおか
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（牧神社横）

活動日	 第３土曜日	
時　間	 9：00～12：00	
受入人数	 ２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	 恒富公民館	
	 恒富町1丁目1435	

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

NPO法人　金堂ケ池を美しくする会 延岡草の実会 フラワーフレンズ
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

活動日	 第１・第３金曜日	
時　間	 10：00～15：00	
受入人数	 ２名（１回につき）	
内　容	 使用済切手の整理、発送	
☆どなたでも参加できます。
	市民の皆様から寄せれた使用済切手
の整理・発送を行います。

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２・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

【申込方法】体験希望の方は詳細をお伝えしますので、必ず本所 地域福祉課までお問合せください。
　※参加する際は、延岡市社協でボランティア活動保険（350円）に加入してください。

ボランティア参加者募集!!

北方デイサービスセンターで介護職員・看護職員として働いて
いただける方を募集しています。年齢・性別・経験・資格は不問。

働きやすい職場です。ご連絡お待ちしております。
お問合せ先：北方支所

令和３年４月１日より事務局長として就任いたしました溝田輝男です。
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、

宜しくお願いいたします。

介護職員募集
  急募！

　

ごあいさつごあいさつ



延岡市災害ボランティアネットワークは、地震や台風等により大きな災害が発生した際、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とし、現在117の企業・団体に登録していただいております。
ネットワークの連携強化を図るため、企業・団体の中から“世話人”を選出し、毎年世話人会議を開催して	
います。
延岡市社協より災害ボランティア事業についての報告および

今後の取組について説明後、延岡市危機管理課より延岡市の防災
施策について説明をいただきました。最後に意見交換等を行い、
有意義な会議となりました。
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

生することが想定されており、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努めていきます。
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ダイナム宮崎延岡店、わかたけ保育園の皆さま、匿名希望の方より、それぞれ寄付をいただきました。
缶に付属しているリングプルは市内の事業所へ、手作りの手提げ袋は保育園・幼稚園へ寄贈しました。
食料の寄付については、延岡市社協が行っているフードバンク事業へ活用させていただきました。厳しい
社会情勢の中、温かいご支援誠にありがとうございました。
延岡市社協では、皆さまのあたたかい気持ちを繋げていけるような支援を今後も続けていきます。

毎年５月12日から18日の期間は、民生委員・児童委員の
活動強化週間です。新型コロナウイルス感染拡大の影響で
PR行事の開催延期や、街頭PRを急遽中止せざるを得なか
った地区もありましたが、民生委員不在地区へのチラシ配
布や、各地区にのぼり旗を立てる等のPR活動を行った地
区もありました。このような活動を通じて、民生委員・児童
委員また民生委員・児童委員の活動を地域住民に知っても
らうかが今後の課題でもあります。
民生委員・児童委員は、国が定める民生委員法に基づい

て市内の各地区に配置され、地域住民の福祉増進のために
活動しています。

災害ボランティアネットワーク世話人会議を開催しました！災害ボランティアネットワーク世話人会議を開催しました！

あたたかいご支援ありがとうございますあたたかいご支援ありがとうございます

　　 コロナ禍での『民生委員・児童委員の日  活動強化週間』　　 コロナ禍での『民生委員・児童委員の日  活動強化週間』

民生委員不在地区へチラシを 
配布(伊形地区)

各地区に立てられた 
のぼり旗



【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。

4.5cm×9cm（２色刷り）

お申込み・お問合せは、本所  地域福祉課まで

奇数月発行、発行部数7,000部（組回覧）
広告費については、お問合せください

大きさ

広 告 募 集
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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、 各支所までお問合せください。

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
齢者や健康不安のある方・障がいがある方が安心して安全な生活が出来るように、
各地区の民生委員児童委員の皆様により「安心カード」の配布を行っております。
（※必要な方は地区の民生委員児童委員へ申し出ください。）

～「
(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」「高齢者のみの世帯」「障がい者世帯」で、地域の民生
委員児童委員が配布します。
・受け取ったら必要事項を記入し、必ずマグネットケースに入れ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
一緒にいれておくと、より有効に活用できます。
・かかりつけ医療機関や緊急時の連絡先・服薬内容など、情報の変更等がありましたら必ず
修正してください。
・このカードを利用することにより、話が出来ない状況でも救急隊員等がその方についての
正確な情報を把握でき、より迅速に適切な対応が望めます。

～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独自に作り出した「安心生活見守りキット」
を利用しています。
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。

捨てるにはもったいない学生服などをご寄付ください。子どもネットワークのべおかを通じ、必要とさ
れているご家庭に無料で提供していきます。寄付いただける方は、本所 地域福祉課までお問合せください。

〈対象のもの〉宮崎県内の幼小中高校等の制服、体操服、指定ジャージ、柔道着、部活動、ウェア 等
※修繕が必要なもの、ボタン等が欠損しているもの、使用感が著しいもの、

黄ばみやにおいがあるもの、個人氏名が目立ち他者が着用しづらいもの、
洗濯されていないものはお断りさせていただく場合もあります。

学生服などをご寄付ください
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芳　名 故　人 住　所 金額（円）
北方支所受付

柏　原　幸　子
黒　木　春　香
橋　本　トクエ
橋　本　一　弘
吉　田　寿　道
斧　　　ヒデ子

長女・柏原　智子
夫・黒木　信輝
夫・橋本　孝男
母・橋本　重子
母・吉田　佐惠子
夫・斧　秀勝

二股亥
川水流卯
蔵田辰
蔵田辰
蔵田辰
板下戌

20,000
20,000
金一封
10,000
30,000
金一封

北浦支所受付

小　田　梅　子
長　野　幸　代
萱　野　富美子

夫・小田　豊
夫・長野…助典
夫・萱野　長光

市振
古江
古江

金一封
35,000
30,000

北川支所受付

上　田　順　生
工　藤　シズ子

母・上田　松美
夫・工藤　常友

長井（本村）
長井（本村）

20,000
30,000

令和３年４月１日から令和３年５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

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

常　盤　博　子
稲　田　昭　雄
本　田　直　俊
矢　野　次　子
別　宮　由美子
興　梠　　　理
甲　斐　傳　江
馬　服　計　志
染　矢　釟　郎
稲　田　和　博
兒　玉　みどり
村　田　義　博
松　井　則　子
山　本　典　昭
佐々木　千恵子
池　田　勝　義
甲　斐　隆　代

母・常盤　ミキノ
妻・稲田　美鈴
父・母・本田　一嘉・昭子
夫・矢野　寿喜
夫・別宮　正司
母・興梠　敏子
夫・甲斐　逸夫
妻・馬服　好美
母・染矢　睦乃
父・稲田　昭雄
父・夏田　誠也
弟・村田　実夫
母・松井　キヨ子
母・山本　富子
夫・佐々木　隆之
妻・池田　シメ
父・甲斐　勇

土々呂町
浦城町
新小路
舞野町
北小路
夏田町
鯛名町
平原町
大貫町
浦城町
北川町長井（俵野）
石田町
祝子町
緑ヶ丘
出北
鶴ヶ丘
塩浜町

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

◎香典返し寄付

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。

芳　名 金額（円）
本所受付

作山　順子（大武町） 3,015

◎一般寄付ふれあい福祉相談（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：７月15日（木）10:00～15:00
	 ８月19日（木）10:00～15:00
北浦支所：７月20日（火）13:30～16:30

問合せ先：本所・各支所へご連絡ください。

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


