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学校募金や街頭募金にご協力いただいた学校 学校募金や街頭募金にご協力いただいた学校 （※順不同）（※順不同）

旭小学校
伊形小学校
一ヶ岡小学校
岡富小学校
熊野江小学校
恒富小学校

西小学校
土々呂小学校
東海小学校
東海東小学校
南小学校
南方小学校
北川小学校
緑ヶ丘小学校
恒富中学校

黒岩小中学校
三川内小中学校
上南方小中学校
西階中学校
土々呂中学校
南浦中学校
北川中学校
聖心ウルスラ学園聡明中学校・高等部
聖心ウルスラ学園高等学校

尚学館中学校・高等部
延岡学園高等学校
延岡高等学校
延岡星雲高等学校
延岡青朋高等学校
延岡工業高等学校
延岡商業高等学校
九州保健福祉大学
ミウラ学園 トライアート・カレッジ

共同募金へのご協力ありがとうございました共同募金へのご協力ありがとうございました

※撮影時のみマスクを外しています。



賛助会費へのご協力について（お願い）
私たち延岡市社協は、「みんなでつくろう　支え合う地域社会」をスローガンに、住民の皆さまが住み慣れた地

域で安心して暮らせるよう、市内にある 22の地区社会福祉協議会への支援をはじめ、高齢者世帯の見守りを行
う「地域福祉推進チーム」や高齢者等の閉じこもり防止のための「ふれあい・いきいきサロン」活動の促進、ボラン
ティアの育成、広報啓発等さまざまな地域福祉の推進に関わる事業に取り組んでいます。
皆さまからお寄せいただく賛助会費は、さまざまな地域福祉事業における貴重な財源として活用させていただ

いています。このような社会福祉協議会の活動についてご理解いただき、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。

あなたの善意が
地域福祉を支えています
あなたの善意が

地域福祉を支えています

・日常生活上の判断に不安のある方への支援
・生活にお困りの方への相談支援　他

・ハンディキャップ体験　
・小、中、高校生 夏休みボランティア体験　他

・地区社会福祉協議会の運営・活動支援
・災害ボランティアセンター設置運営訓練
・ボランティア団体等への支援　他

地域福祉のために 生活支援のために

福祉教育推進のために
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岡富東地区社協　会長　植田　恒雄
策定委員会を中心に多くの方の協力により地域福祉活動計画が完成しました。

完成した活動計画は各世帯に配布を行います。岡富東地区社協の活動を多くの
地域住民に知っていただき、安心、安全なまちづくりを皆さんと一緒に推進し
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。

南浦地区社協　会長　堀田　祐吉
令和２年度、南浦地区社協の活動計画について皆様の生活環境・福祉に関する

アンケートをお願いし、令和３年10月に活動計画策定委員会を設置。その後毎
月策定委員会を開催して協議を進め、地域福祉活動計画書が完成しました。

今後も「地域間のつながりを深め、みんなにやさしいまちづくり」を基本理念
に福祉活動に努めます。

岡富東地区社協・南浦地区社協 地域福祉活動計画が完成しました。岡富東地区社協・南浦地区社協 地域福祉活動計画が完成しました。
～市内全２２地区社協の地域福祉活動計画書　完成～～市内全２２地区社協の地域福祉活動計画書　完成～



（3） 社協だより

ボランティア活動保険の補償期間は年度ごととなっており、３月３１日で補償期間が終了いたします。４
月１日以降もボランティア活動を行う場合には、新たに保険加入の手続きが必要になります。令和４年度
分の保険加入手続きについては、３月から受付を開始しています。なお、4月1日付（3月31日受付まで）
で前年度から継続して契約される場合は、初日から補償されます。
【特定感染症重点プラン】

新規加入の場合、従来のプランでは補償開始日から10日以内に発病した特定感染症に対しては補償
の対象になりませんでしたが、特定感染症重点プランでは補償開始日から補償の対象となります。

延岡市ボランティアセンターからボランティア活動保険のご案内

加入プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン 【新設】
特定感染症重点プラン

特定感染補償 補償開始日から10日以内は補償対象外 初日から補償
年間保険料 350円 500円 550円

※振込の際に、振込手数料110円がかかります。

延岡市社協では「社会福祉センターを活用した居場所づくり」として、誰もが気軽に参加できる集いの場を開
催しています。
これまでたくさんの方にご参加いただき、ありがとうございます。令和４年度も感染症対策を徹底しながら開
催できるよう努めてまいります。
また、企画・運営を手伝っていただけるボランティアさんも募集しています。一緒に楽しみませんか？

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となる場合があります。中止の場
合はHPに記載しますのでご確認ください。

「みてみてふくし1月号」　新春！社協クイズの答え「みてみてふくし1月号」　新春！社協クイズの答え
Ｑ1．『ココロン』　　Ｑ２．『水（青）色』　　Ｑ３．『赤い羽根共同募金』

多数のご応募を頂きまして、ありがとうございました。当選者の方には賞品の発送をもって代えさせていただきますので、ご了承ください。

令和４年度　４月から開催日程が変更になります
■開 催 日 時　毎月第３火曜日　１３：３０～（受付１３：００～）
■場　　　所　社会福祉センター
■参加対象者　子どもから高齢者の方までどなたでも参加できます
■参　加　費　 無　料

まちのえんがわ「ふら～っと」開催日程のお知らせコミュニティカ
フェ

コミュニティカ
フェ

開催日 内　容
4月 19日（火） 講話　/　ふら〜っと年間カレンダー
5月 17日（火） 体操・脳トレ　/　小物作り
6月 14日（火） 七夕飾りつくり
7月 19日（火） ミニ夏祭り
8月 16日（火） 涼を感じる小物作り
9月 20日（火） 音楽会　/　読み聞かせ

■ 令和4年度 上半期開催内容 （※開催内容は変更となる場合があります。）



区　分 募　金　内　容 募　金　額
戸別募金 世帯 4,787,280 円
中口募金 民生委員・主任児童委員 620,325 円
大口募金 法人・企業 1,648,228 円
学校募金 小学校・中学校・高校・大学 400,045 円
街頭募金 街頭 694,628 円
職域募金 募金箱設置 383,193 円
高齢者クラブ さんさんクラブ 192,505 円
その他 303,743 円

区　分 募　金　内　容 募　金　額
戸別募金 世帯 3,044,017 円
学校募金 小学校・中学校・高校・大学 36,470 円
街頭募金 街頭 436,043 円
その他 108,953 円
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令和３年度 赤い羽根共同募金運動令和３年度 赤い羽根共同募金運動

令和３年度　歳末たすけあい募金運動令和３年度　歳末たすけあい募金運動

昨年１０月から行われた「赤い羽根共同募金」では、皆様からたくさんの善意がよせられました。
地域で集められた募金は、令和４年度に延岡市や宮崎県内の高齢者や障がい者、子どもたちを支
援する様々な福祉活動に役立てられます。

昨年１２月から行われた「歳末たすけあい募金」は、募金額すべてが年度内（3月３１日まで）に
延岡市内の地域福祉活動の推進、在宅で寝たきりの高齢者や障がいのある方へ紙おむつ等の配
布に活用されました。

赤い羽根・歳末たすけあい募金へのご協力ありがとうございました。

実績額　９,０２９,９４７ 円

実績額　３,６２５,４８３ 円

共同募金運動（１０月１日～１２月３１日）

歳末たすけあい募金運動（１２月1日～１２月３１日）

〈さんさんクラブ〉新生クラブ
〈大口〉
（45,000 円） （10,000 円） （5,000 円）
宮崎県北地区同盟 株式会社南日本環境センター 株式会社旭サービス

島浦町漁業協同組合 株式会社光菱熱学 ご協力ありがとうございました。

赤い羽根共同募金 追加報告
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【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

延岡市社会福祉センター内
（延岡市三ツ瀬町 1丁目 12番地 4）

TEL：0982－20－6111
※コロナ感染症対策のため、まずはお電話ください

〇延岡市から委託を受けて
　業務を行っています。
※相談無料　※秘密は守ります
※生活保護受給中の方は対象になりません

新型コロナウイルス感染症などで不安を感じている人へ

ひとりで悩まないで、誰かに話してみませんか？

□ 延岡市 いきいき健康相談電話　℡ 22-7060
　  （平日 8:30～17:15）

□ 宮崎いのちの電話　℡ 0570-783-556
　  （日・月・水・金 21:00～翌朝 4:00　火・木・土 18:00～翌朝 4:00）

〈宮崎県民向け相談窓口情報サイト〉

あなたのこころは

元気ですか？

最近、ぐっすり

眠れていますか？
ひとりで悩んでいませんか？

赤い羽根共同募金  助 成 事 業 募 集
（令和５年４月１日から令和６年３月３１日実施分）

〇募集期間：令和４年４月１日（金）　～　令和４年４月１５日（金）まで
〇対象事業： ⑴高齢者福祉活動事業 ⑵障がい児・者福祉活動事業
 ⑶児童・青少年福祉活動事業 ⑷住民全般対象事業　
〇助成団体： 市内に所在し、地域で活躍しているボランティア団体・グループや福祉団体、

ＮＰＯ法人や学校等を対象に助成
〇申込方法： 延岡市共同募金委員会（延岡市社協内）にて必要書類を配布しています。また、

延岡市社協ホームページからも必要書類をダウンロードできます。要望書記入
の上、上記期間内にご提出ください。
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芳　名 故　人 住　所 金額（円）
北川支所受付

井　本　典　昭
井　本　成　夫
石　本　幹　雄
森　永　トシ子
安　藤　順　子
小　野　ムツ子
神　田　和　徳

母・井本　潤子
父・井本　温
妻・石本　ムツヱ
夫・森永　國由
母・安藤　幸江
夫・小野　昭彦
母・神田　エイ子

川内名（熊田）
古城町
川内名（祝子川）
川内名（熊田）
長井（飛石）
川内名（瀬口）
旭ヶ丘

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

令和３年12月１日から令和４年１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

川　﨑　　　毅
林　田　芳　輝
吉　玉　典　生
櫻　井　玲　子
横　山　加代子
栁　田　久　年
柳　田　克　彦
稲　田　芳　子
柳　田　秀　昭
白　石　一　郎
甲　斐　喜　義
染　矢　くみ子

母・川﨑　ミツエ
父・林田　芳史
母・吉玉　スミ子
夫・櫻井　哲雄
夫・横山　淳一
父・栁田　集一
父・柳田　亮介
義母・稲田　遂子
妻・柳田　エイコ
母・白石　トシ
長男・甲斐　洋一
夫・染矢　紘一

貝の畑
緑ヶ丘
野地町
宮崎市大坪西
南一ヶ岡
北方町角田丑
野田町
浦城町
野田
下伊形町
長浜町
出北

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

北方支所受付

三　浦　明　子
花　畑　途　人

夫・三浦　弘
母・花畑　シノブ

南久保山子
川水流卯

10,000
30,000

◎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 https://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

㈱興電舎・興電舎労働組合
延岡市しょうがい者大輪の会
葛城 由美子・竹下 祝子（桜ケ丘）
山村 二美子（恒富町）

100,000
金一封
金一封
金一封

◎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：３月17日（木） 10：00～15：00
 ４月21日（木） 10：00～15：00
北浦支所：３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。

ご寄付いただきました
　㈱興電舎・興電舎労
働組合様より、ご寄
付をいただきました。
いただきましたご寄付
は、地域福祉推進のた
めに有効に活用させて
いただきます。ご協力ありがとうございました。

団 体 ・ 個 人 名 寄附物品
本所受付

株式会社光菱熱学 5,000

◎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。


