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　歳末たすけあい運動は、身近な地域での支えあいを目的に、共同募金の一環として取り組まれ
ています。この運動は１２月１日から１２月３１日まで行われます。
　延岡市で集められた募金は、全額が延岡市内の福祉活動や地域活動に役立てられます。
　今年も新型コロナウイルス感染症の影響により、大変厳しい情勢ですが、皆様のあたたかいご
支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

　延岡市社協では、赤い羽根共同募金運動の一つとして、10 月から１２月までの運動期間中、「赤い羽根
募金箱」の設置を店舗や事務所等にお願いしております。今年も、市内８０店舗・事務所等より設置のご
協力をいただきました。誠にありがとうございます。
　この募金箱は、人が集まる場所に設置していただき、お客様や利用者の方々へ協力を呼びかけるもの
です。延岡市社協では、引き続き募金箱の設置にご協力いただける店舗・事務所等を募集しています。
　いつでも気軽に募金できる環境づくりにご理解いただき、赤い羽根募金箱の設置をぜひご検討ください。
� 延岡市社協　地域福祉課

令和２年度　延岡市内の歳末たすけあい募金額：３，０６４，９３２円

「赤い羽根共同募金」と「歳末たすけあい募金」
何がちがうの？

どちらも共同募金の一環の募金運動。
ちがうのは、募金の使われ方 と 募金の使用年度です。

①市内２２地区社会福祉協議会への助成
②在宅寝たきり高齢者・障がいのある方への紙おむつ助成

『赤い羽根共同募金』
◆�募金の使われ方�

延岡市で集まった募金の約６割が延岡市の福祉のた
め使われます（※４割は宮崎県の福祉のために使わ
れます）
◆�募金の使用年度�

今年度集まった募金は次年度に使われます

『歳末たすけあい募金』
◆�募金の使われ方�

延岡市で集まった募金は全額延岡市の福祉のため
使われます

◆�募金の使用年度�
年末に集まった募金は年度内（翌年３月31日まで）に
使われます

歳末たすけあい募金が12月から始まります！歳末たすけあい募金が12月から始まります！

ちなみにちなみに

使いみち

赤い羽根募金箱について赤い羽根募金箱について



第 42 回 ふくしバザー中止について
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　隣の家のお父さんは民生委員～♪ のうたい文句でテレビ放送されている CM を
ご覧になられましたか？民生委員・児童委員（以下民生委員）の PR のために、AC
ジャパンが放映している広告です。
　民生委員の制度の起源は、大正時代にさかのぼります。もともとは、地域で貧し
い生活を送っている人々を支援しよう！という思いとともに作られた防貧制度で、当
時民生委員は “方

ほうめんいいん

面委員” と呼ばれていました。ちなみにこの方面委員の初代会長
は、実業界や福祉に広く貢献し、新一万円札の肖像画となることでも知られている、
渋沢栄一氏です。
　昭和を迎え、第二次世界大戦が勃発するとさらに貧困が広がりました。こうした
中でも方面委員は、出征軍人の家族への支援など地域住民に寄り添った活動を懸
命に続けてきました。終戦の翌年には、広く生活全般の相談に応じる役割を表す現
在の呼び名、“ 民生委員 ” へと名前が改められ、その後変わっていく社会や地域福祉の動向に沿って、地域
の身近な見守り役や相談役として活動する現在の民生委員の制度となっていきました。時代を超えて、代々
受け継がれている、“ よりよい地域づくり＝地域への愛や貢献の心 ” を体現しているのが、民生委員なのです。
　昨今では、民生委員のなり手不足が大きな課題となっています。同じように地域愛を持つ方に、次は私も…！
と思っていただけるような、広報、啓発の活動を進めて参りたいと思います。

現在 CM 放送されている、
民生委員 PR 動画の
ポスターです。

民生委員の皆さんがラップで活動を伝えています。
QR コードから動画再生画面を読み込むことができます
ので、ぜひご覧になられてください！

福祉と地域愛と民生委員・児童委員福祉と地域愛と民生委員・児童委員

今年度のふくしバザーは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
バザー会場内での徹底した予防対策を講じることが困難であるため、昨年
度に引き続き中止させていただくことに決定いたしました。

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。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



【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

社協だより （4）

小学生の部小学生の部
最優秀賞最優秀賞 令和３年度　福祉啓発作文

『私にできること』
岡富小学校　４年　安

あんどう
藤　心

ここ
菜
な

（現 ： 岡富小学校　５年）

※作品については昨年募集を行ったことから、当時の学年を記載しております。

私は夏休みに９才で２回目のヘアドネーションをしました。５才の時に、 
ヘアドネーションの特集をテレビで見て、「私も困っているお友達に私のかみの毛をあげたい。」と思い
１回目のヘアドネーションを６才の時にしました。かみの毛を切り終わった時に、２回目もヘアドネーシ
ョンをしたいと思いました。

ヘアドネーションとは、病気や様々な理由で、かみの毛のことで困っている１８才以下の子ども達に、
いりょう用ウィッグの材料になる、かみの毛をきふする活動です。

きふ出来るかみの毛の長さは、３１ｃｍ以上ないとできません。１体のウィッグを作るには、３０人から
５０人のヘアドネーションが必要です。今、ウィッグを待っている人の数は、４００人以上いるので、もっ
とたくさんの人にヘアドネーションのことを知ってもらい、困っている子ども達に１日でも早くウィッグが、
とどくといいなと思います。

３年間かみの毛をのばして、いろいろ大変だったこともあるけど、切ったかみの毛を持った時、ずっ
とのばし続けてまたヘアドネーションが出来て、だれかの役に立てることがうれしかったです。また、３
回目のヘアドネーションが出来るようにのばして、たくさんの人がよろこんでくれたらうれしいです。

◆優秀賞　　　『�大切なボランティア�』
　　　　　　　西小学校　　４年　甲

か い
斐　朝

あさ
陽
ひ

 さん（現：西小学校　５年）

◆優秀賞　　　『�優しい町とは�』
　　　　　　　延岡小学校　４年　西

さ い お ん じ
園寺　菜

な ず な
沙 さん（現：延岡小学校　５年）

◆優秀賞　　　『�なにかが出来る人に�』
　　　　　　　東海小学校　６年　稲

い な だ
田　莉

り あ
姫 さん（現：東海中学校　１年）
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中学生の部中学生の部
最優秀賞最優秀賞

『笑顔があふれる場所』
旭中学校　２年　手

てづか
塚　莉

り
桜
お

（現 ： 旭中学校　３年）

※作品については昨年募集を行ったことから、当時の学年を記載しております。

私の祖父は、私がまだ幼い頃に、事故に遭いました。そして首から下の
上半身が動かせなくなり、歩くこともはみがきや食事もほとんど一人でできなくなりました。それから
祖父は介護施設で生活することになりました。

そんな祖父の生活を支えたのは、介護施設の方々でした。祖父は介護施設の方々に心から感謝し
ています。私が物心ついて、祖父が生活している施設に行ったとき、ここは本当に介護施設なのかと
疑うほどでした。スタッフさんと看護師さんたちだけではなく、入所者の方々も皆笑顔に包まれてい
ました。私は祖父母の家に来ているような気持ちになっていました。

それから数年経ったある日、私はふと祖父に尋ねてみました。
「ここって楽しいの？」すると祖父は笑顔で、
「家にいる時みたいに楽しいよ。ここにいるスタッフさんは、私たちを患者としてではなく、一人の

大人として接してくれるんだよ。」と答えました。まわりを見渡してみると、スタッフさんと楽しそうに
話している入所者の方々ばかり。私にはまるでディズニーランドのように見えました。本当にすごい
なと思いました。そして、かっこいいとも思いました。もしもスタッフさんや看護師さんたちがいなか
ったら、祖父の人生はどうなっていたのでしょう。もちろん事故に遭ってしまったのは不幸な出来事だ
と思います。しかしそこから救ってくれたのは、その施設の方々の力が大きいです。

それから、家族の存在も欠かすことはできません。家族がいたからこそ、リハビリをがんばることも
できたと思います。特に祖母の支えが一番だったと思います。私の目に映る祖母は祖父に同情ではな
く、優しさを毎日プレゼントしています。祖父はよく口にしています。
「おじいちゃんはおじいちゃんでよかった。こんなに幸せなんだから。本当にありがとうね。」と。
　私の将来の夢は、パティシエになることです。祖父を笑顔にしてくれた施設のスタッフさんたちの

ように、食べた人皆を笑顔にできる、そんなパティシエになりたいと思っています。
　ある時、祖父がそばにいる祖母にこう言いました。

「ありがとう。これからもよろしくね。」
祖母は笑顔で祖父に言いました。

「当たり前でしょ。」
私は心があたたかくなるのを感じていました。

◆優秀賞　　　『�ひいばあちゃん�』
　　　　　　　北川中学校　２年　上

うえすぎ
杉　琉

る き や
希也 さん（現：北川中学校　３年）

令和３年度　福祉啓発作文
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芳　名 故　人 住　所 金額（円）
北川支所受付

早　瀬　キヌヨ
茂　　　恒　子

夫・早瀬　純一郎
夫・茂　勇

川内名（下赤）
川内名（深瀬）

30,000
20,000

令和３年８月１日から令和３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

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

田　部　康　成
工　藤　ヤス子
片伯部　重　光
安　藤　ミヤ子
白　木　清　子
中　城　英　明
内　田　ヨシエ
牧　野　英　明
渡　邊　常　代
黒　木　　　剛
稲　田　早　苗
吉　本　文　雄
戸　松　花　枝
興　梠　史　郎

妻・田部　セツ子
夫・工藤　靖生
母・片伯部　ユキエ
夫・安藤　司
夫・白木　学
妻・中城　雅子
夫・内田　孝　
母・牧野　砂子
姉・杵嶋　幸子
父・黒木　定夫
夫・稲田　絲市
母・吉本　ヒサエ
夫・戸松　透
母・興梠　一代

桜ケ丘
若葉町
平原町
浦城町
北一ケ岡
宮崎市大坪東
東海町
片田町
西小路
三ツ瀬町
三須町
緑ヶ丘
妙見町
富美山町

10,000
30,000
20,000

100,000
10,000
20,000
30,000
10,000
30,000

100,000
20,000
30,000
30,000
金一封

北方支所受付
佐　藤　嘉　一 兄・佐藤　博士 宮崎市神宮東 20,000

北浦支所受付
荻　原　ツネミ
髙　平　富士子
星　川　文　五

夫・荻原　和彦
母・渡部　チウ
妻・星川　あや子

古江
市振
古江

20,000
金一封
金一封

◎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

鎌田　祐嗣（桜ヶ丘） 3,000

◎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：�11月18日（木） 10：00～15：00� �

12月16日（木） 10：00～15：00
北浦支所：12月21日（火）�13：30～16：30

問合せ先：本所・各支所へご連絡ください。

延岡市障がい者相談支援センター 
「ぱれっと」閉鎖のお知らせ

　この度、延岡市障がい者相談支援事業
所「ぱれっと」は、諸般の事情により誠
に勝手ながら令和3年10月31日をもち
まして事業所を閉じる運びとなりました。
　ご迷惑をおかけしますことをお詫び申
し上げますとともに、事業開始以来、皆
様方には長年にわたり、ご支援ご協力を
賜りましたことに厚くお礼申し上げます。

団 体 ・ 個 人 名 寄附物品
本所受付

旭化成（株）延岡支社
（宗）極楽寺
（株）協同防災
（福）愛育福祉会
日新興業（株）
延岡市商店会連合会

（株）Aコープみやざき
Aコープ一ヶ岡店

金一封
30,000
金一封
金一封
金一封

5,000
3,000

◎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。


