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国東市社協の情報はこちらでも！国東市社協
http://www.kunisaki-wel.or.jp/kunisaki-wfc/
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～みんなが共有できる福祉のまちづくり～

“夏のボランティア体験月間事業”
　ボランティア活動への積極的な参加を促進し、ボランティ
ア活動の振興を図る目的でボランティア体験事業を行いま
した。関連内容は４㌻で紹介します【写真：くにさきケア
センターなのみでボランティア体験を行う国東高校生】

社会福祉法人
国東市社会福祉協議会
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（支援の内容）
◆レクリエーション・軽スポーツ用具等
の貸出及び使用に関する支援
◆福祉等に関する講話
◆サロン運営プログラムの相談　等
サロン活動が円滑に進むお手伝いをして
います！

（事業内容）
◆すべての人が心身ともに安心して暮らせる
ように生活相談に対応しています。

◆国東市社協では、日常生活自立支援事業（関
連内容を６㌻で紹介）、生活福祉資金貸付
事業等を実施し、支援しています。

　国東市社協では、市社協事業をはじめ行政・
民間事業の紹介、民生委員児童委員さん等と
の連携を通じて、相談者に適した福祉サービ
スを提供できるように努めています。

（事業内容）
◆電動ベッド、車イス等福祉用具を無償
で貸出しています。
◆利用できる方は在宅で介護等を受けて
いる方、身体に重度の障がいがある方、
そして病気や怪我で一時的に必要な方
です。

社会福祉協議会が地域福祉活動を推進する理由
　社会福祉協議会は社会福祉法第 109 条により、「地域福祉の推進を図ることを目的とす
る団体」と位置付けられており、地域福祉活動の中心的な役割を担うべく活動しています。
地域福祉活動とは、地域社会における福祉の問題解決に向け、その地域の住民や福祉関係
者などが協力して取り組んでいくものです。社協ではそれぞれの市町村の地域ニーズに合
わせた活動を実施しています。
　今回は国東市社協の地域福祉活動を分かりやすく紹介できるように、職員の１日の業務
より紹介致します。

　国東市内の各地域で住民の皆様が自分たちの地域のために活動されています。国東市社協では社協の支援が市
民の皆様に見えるよう今後も活動してまいります。

　これまでご紹介した地域福
祉活動の他にも各福祉団体の
事務局も国東市社協で担当し
ています。

　ふれあいネットワーク会議に参加
させていただきました。今回おじゃ
ました下成仏ふれあいネットワーク
会議（国東町）では防災関連の講話
をしました。
　こうした会議に参加することは地
域の課題に「気づく」きっかけにな
ります。
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①９:30~12:00
「サロン活動支援」

③14:00~15:30
「 生 活 相 談 」

④15:30~17:15
「 事 務 作 業 」

⑤18:30~20:00
「ふれあいネットワーク会議参加」

　「サロン」とは、地域の高齢者や障がい児・者、
子育て中の方等が、生きがいと元気に暮らすきっ
かけを見つけ、地域の人同士のつながりを深め
る自主活動の場です。
　また、地域で交流の場をもうけることで住民
の地域への関心を深め、近隣での助け合いを育
む地域づくりを目指します。

②13:00~14:00
「福祉用具貸出事業」

　貸出用の福祉用具は赤い羽根共同募金
で購入、補修を行っています。

　市社協では災害時にボランティ
アセンターの設置等を行う災害ボ
ランティア関連事業も実施してい
ます。　

◆今回ご紹介する
事業は市内全域で
各担当者が対応し
ています。

↑→“菊永サロン横手”（国東町）より映画鑑賞をしたい
と依頼があったため、機材を持っておじゃましました。

↑国東市社協では常時相談体制を整えています。お気軽に
お尋ねください。　

↑→搬入搬出は原則申請者が行いますが、一
人暮らし高齢者の方等世帯の状況に応じて
持運び等行っています。
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　国東高校 １年　倉田奏寧 (くらたかなね) さん
【体験した施設】安岐中央保育園　

　かわいい子ども達とかっこいい先生に、たくさんの
ことを学びました。私が園児だった時には気付かな
かった先生の一面や、子どもたちに対する愛情が伝
わってきました。個性豊かな子どもたちともすぐに仲
良くなれ、兄弟のように接することができ、充実した
一日となりました。

　むさしこども園
元永千加子 (もとながちかこ）先生　

　17名の高校生が子どもたちとブロックや絵本の読
み聞かせをしたり、食事やトイレの補助をしてくれ、
優しい高校生の隣にずっと甘えている子もいました。

　将来の職業を選択する一つの目安になってくれれば
いいなと思います。

　国東高校 ２年　吉武瑞季 (よしたけみずき) さん
【体験した施設】ウェルハウスしらさぎ

　行く前から高齢者との交流をとても楽しみにして
いました。たくさんのお話をしたり生け花を教えても
らったりしました。私たちの訪問をとても喜んでくだ
さり、たくさんの笑顔と勇気をいただきました。高齢
者に対して職員の方々がとても優しく丁寧に接してい
たことが印象的で、私もいつか人の為になる仕事をし
たいと思いました。

　国東高校　ＪＲＣ（青少年赤十字）顧問
浅野昌子 (あさのまさこ) 先生

　この夏市内で、本校の生徒がたくさんの福祉体験を
させていただきました。高齢者や子どもたちと触れ合
う姿はキラキラと輝いていました。

　人とコミュニケーションをとる経験こそが自信とな
り、未来を切り開くきっかけにつながっています。生
徒を一緒に育ててくださっている地域の方々にいつも
感謝しています。

　くにさきケアセンターなのみ
徳田加代子 (とくだかよこ) さん　

　本事業に参加してもらうことは、私たちが勤務する

福祉の職場への理解につながるため、参加を心待ちに

していました。参加してもらった生徒たちは体験を通

じて施設利用者と交流し、お互いに元気をいただきま

した。広島へ原爆が投下された８月６日の平和記念日

に参加した生徒たちは、現在では貴重な記憶となって

いる、戦争にまつわる話を伺いました。

　こうした様子をみて、世代間交流の大切さを再認識

しています。

ボランティア体験の夏
夏のボランティア体験月間を終えて～皆さんの感想～

◆体験期間　７月～８月　◆体験人数　127名
◆協力施設　市内29施設
　ボランティア精神の醸成や、福祉の職場体験につながる「夏
のボランティア体験月間」事業を実施しました。本事業では市
内福祉施設のご協力をいただき、市内高校生を中心にご参加い
ただきました。参加された方や受入をしていただいた施設の
方々から感想を伺いました。

　本事業は体験を通じて福祉への理解を深めたい方、そして参加者を受入れしていただいた施設のご協力に
より実施できました。
　夏のボランティア体験月間は来年度も実施予定です。次回も多くの皆様のご参加をお待ちしています。

昼寝中の子どもたちをあやして。
少し緊張気味の様子です。
（むさしこども園での体験の様子）
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共同募金キャラクター
愛ちゃん と 希望くん

高齢者、障がい者、子どもたちなどへの、地域の福祉活動を支援します。
災害時には、「災害ボランティアセンター」の設置や運営にも役立ちます。

10月1日（水）より、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が開始されます。お寄せいただいた募金は募金翌年度に大分県共同
募金会より地域福祉活動事業配分金として配分され、国東市の地域福祉活動に活用されます。
国東市共同募金委員会では各世帯による戸別募金をはじめ、様々な募金活動を行います。皆様の変わらぬご理解とご協力を
お願い申し上げます。

平成 26 年度

赤い羽根共同募金運動
期間：10月１日（水）～12月 31日（水）

平成25年度地域福祉活動実績報告　（平成 24 年度募金による配分金 3,134,000 円）

福祉活動の種類 内　　　　　容

高 　齢 　者 ◆国東市老人クラブ連合会の活動支援
◆一人暮らし高齢者のつどいの開催

障がい児・者
◆国東市身体障害者福祉協議会の活動支援
◆国東精神保健福祉会の活動支援
◆国東市障がい者福祉団体連絡協議会（くにさき さんあいネット）の活動支援

児童・青少年 ◆敬老月間に市内の小学生から高齢者へ敬愛をこめて葉書を贈る「愛のお便り運動」の実施
母 子・父 子 ◆国東市母子寡婦福祉会の活動支援

ボランティア活動育成
◆市内小中高等学校によるボランティア協力校の活動支援
◆ボランティア研修会の開催
◆国東市ボランティア連絡協議会の活動支援

住　民　全　般

◆住民が住み慣れた地域で自立し、安心して暮らせる地域社会を実現する契機とするため
　「福祉のつどい」を開催
◆国東市福祉ふれあいスポーツ大会の開催
◆市内４地区で開催する「無料法律相談会」の実施
◆国東市民生委員児童委員連合会の活動支援
◆無償で貸出を行っている福祉機器（介護ベッド等）の点検整備
◆ふれあいサロン貸出用レクリエーション用具等の購入
◆赤い羽根共同募金の実績について市民の方々へ周知するための「共同募金だより」の発行
◆地域福祉活動の啓発として「社協だより」等の発行

災害義援金を募集しています
◆「平成26年８月京都府豪雨災害義援金」
◆「丹波市（兵庫県）豪雨災害義援金」
◆「平成26年徳島県台風11・12号災害義援金」
　【期間】受付中～平成26年 10月 31日（金）まで
◆「平成26年広島県大雨災害義援金」
　【期間】受付中～平成26年 12月 19日（金）まで

　国東市社協では本所・各支所窓口に義援金箱を設置しています。
　また、指定銀行口座へ直接募金を送金することもできます。詳細に
ついては国東市社協本所・各支所（連絡先８㌻参照）へお問合せくだ
さい。↑広島県大雨災害の現場
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掲載広告募集中 !!社協だより社協だより
く に さ き

①　目　的 市民への福祉サービスの向上に資することを目的とします。

②　掲載の基準 本会の公共性・中立性及び品位を損なわないものを基本とします。
※その他基準がありますので別途確認をお願いします。

③　広告主の募集 原則として社協だより及びホームページ等で行います。

④　申込み 所定の申請用紙に記入の上、希望する号の発行予定日の60日前までに広告原
案を添えて本会福祉課まで提出してください。

⑤　承　認 本会で審査した後、可否決定通知書を発行予定日の40日前までに送付します。

⑥　掲載規格、掲載料 Aタイプ　縦9㎝×横　8.5㎝	 10,000円／１回
Bタイプ　縦9㎝×横17.5㎝	 20,000円／１回

⑦　掲載場所 本会で決定します。
⑧　掲載枠 １回の発行につき、Bタイプの換算で３枠分を上限とします。
⑨　掲載料の納付
　　及び経費の負担

発行予定日の20日前までに現金または振込で納付をお願いします。なお、申込
の際に提出する広告原案作成経費は広告主の負担となります。

⑩　届出義務 広告掲載を取り下げるときや、内容を変更する際は発行予定日の30日前まで
に届け出てください。

⑪　掲載の取消 掲載基準に抵触することが判明した場合、または指定日までに掲載料の納付を
しなかった場合は掲載を取り消します。

⑫　責　任 広告掲載の内容についての責任は広告主が負うものとします。
⑬　掲載料の返還 広告主の責任以外の理由で掲載できなかった場合は掲載料を返還します。
⑭　委　任 その他必要な事項は本会で定めます。

“毎日を安心して暮らすために”～市社協が行う福祉事業～

～日常生活自立支援事業のご紹介～
皆さんの生活とお金を守るために、「国東市社協」がお手伝いします。

　下記の事案に対応できない（判断能力が十分でな
い）方はご相談ください。

福祉サービスを利用したいけど、近くにどん

な施設があるのかな？　

利用料はいくらかかるの？　

　事業の内容・利用方法・利用料金等、詳しい内容につきましては、国東市社協本所（8㌻参照）までお問い
合わせください。
　また、社協本所・各支所窓口にパンフレットを準備しておりますので併せてご覧ください。

市役所から書類が届いたけど、記入の仕方が

わからない…　

いつまでに、どこに持って行けばいいの？　

通帳の管理が心配…　

将来のために貯金しているけど、通帳をなくした
り、とられたりしないかな？

お金の使い方に不安がある…

お金のやりくりが不得意。お給料や年金で１ヶ月
暮らせるかな？
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善意の気持ちをありがとうございました
寄付金等（５月１日～７月３１日受付分）

　国東市社会福祉協議会へ次の方々から心温まるご寄付をいただきました。皆様のご厚情に対しまして厚くお礼申
し上げます。故人のご冥福をお祈り申し上げます。

◇香典返し寄付

◇一般寄付

◇物品寄付
（地　区） （寄付者名） 　　（品名）
国東町 松林サナエ　様 福祉用具（ベッド 2台、ポータブルトイレ 1台）

「福祉のしごと就職フェア」開催！！
日　時　平成26年10月8日（水）13：00～ 15：00
会　場　別府ビーコンプラザ
内　容　◆就職面談コーナー
　　　　◆相談コーナー
　　　　・公共職業安定所　　職業訓練の案内等
　　　　・保育連合会　　　　保育所等への就労に関する相談、
　　　　　　　　　　　　　　保育士資格取得等に関する相談
　　　　・福祉人材センター　資格取得や仕事の内容等について
　　　　　　　　　　　　　　の相談、職場体験の案内等　
問合せ先　大分県福祉人材センター　℡097-552-7000

（地区） （寄付者名） （故人名） （金額）
国見町 藤原　美秋 様 （故 ヤヱ子 様） 金一封

音　　清子 様 （故 正博 様） 金一封
山下　慎治 様 （故 初一 様） 金一封
升田奈於美 様 （故 ヨシヱ 様） 金一封
吉武　　猛 様 （故 輝高 様） 金一封
松本　和成 様 （故 敏子 様） 金一封
池本美代子 様 （故 智光 様） 金一封
井手畑政明 様 （故 信盛 様） 金一封
櫻井　義一 様 （故 ミノル 様） 金一封

国東町 清和　啓亨 様 （故 陽子 様） 金一封
下山　泰則 様 （故 久 様） 金一封
上野　　勉 様 （故 ミヨシ 様） 金一封
市丸　リヱ 様 （故 嗣郎 様） 金一封
神田　明彦 様 （故 正徳 様） 金一封
大隅　久子 様 （故 恵一 様） 金一封
橋本　久徳 様 （故 増動 様） 金一封
福丸　博憲 様 （故 テルヱ 様） 金一封
地里　降助 様 （故 ミサオ 様） 10,000 円
塚元まゆみ 様 （故 柏　健一 様） 金一封
大塚　利郎 様 （故 トミ子 様） 金一封
小山田通雄 様 （故 和子 様） 金一封
青木　修一 様 （故 式子 様） 金一封
福田　孝子 様 （故 公彦 様） 金一封
平野もとめ 様 （故 伊勢男 様） 金一封
猪俣　利治 様 （故 幸子 様）100,000 円
長松　文雄 様 （故 政江 様） 金一封
佐藤　　正 様 （故 政喜 様） 金一封
黒木　　徹 様 （故 富子 様） 金一封
川野　寿治 様 （故 佳隆 様） 金一封
安松　昌生 様 （故 ヨシノ 様） 金一封
藤原　芳幸 様 （故 洋子 様） 金一封
小川　スミ 様 （故 當夫 様） 金一封
矢島　良演 様 （故 サゝ子 様） 金一封
宮園富士夫 様 （故 愛子 様） 金一封
財前　真美 様 （故 英雄 様） 金一封

（地区） （寄付者名） （金額）
武蔵町 むさしこども園　様 18,375 円

（地区） （寄付者名） （金額）
大分市 匿名　様 金一封

むさしこども園の皆さん、ありがとうございました!!

花
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（地区） （寄付者名） （故人名） （金額）
武蔵町 都留　憲一 様 （故 ユリコ 様） 金一封

片山　棟子 様 （故 止 様） 金一封
清末　ノブ 様 （故 美伸 様） 金一封
滝口　龍生 様 （故 芳子 様） 金一封
阿部　隆雄 様 （故 千良子 様） 金一封
上田　朝則 様 （故 ハナ 様） 金一封
森　　秀男 様 （故 精一 様） 金一封
松原　　修 様 （故 愼和 様） 金一封
西村　敦子 様 （故 忠雄 様） 金一封
竹中　仙雄 様 （故 操 様） 金一封
小林　正浩 様 （故 次夫 様） 金一封

安岐町 木田　圭子 様 （故 初夫 様） 金一封
幡東　隆雄 様 （故 めぐみ 様） 金一封
益前　秀秋 様 （故 ハズヱ 様） 金一封
井上　睦博 様 （故 ヨリ子 様） 金一封
安部キヨ子 様 （故 平喜 様） 金一封
茂倉　正光 様 （故 恵子 様） 金一封
鈴木寿恵雄 様 （故 チヨヱ 様） 30,000 円
田邉　康行 様 （故 成 様） 30,000 円
匿名 様 金一封
小玉　落實 様 （故 睦生 様） 金一封
渡邊　正明 様 （故 タカ子 様） 金一封
小俣千代美 様 （故 利夫 様） 50,000 円
林田　智子 様 （故 勝人 様） 金一封
阿部　政信 様 （故 政子 様） 金一封
安部眞由美 様 （故 良和 様） 金一封
山邉　治代 様 （故 和子 様） 金一封
丸小野武文 様 （故 隆子 様） 金一封
中本エツコ 様 （故 春夫 様）150,000 円
坂本　　実 様 （故 セキ 様） 金一封
土谷　　靖 様 （故 睦雄 様） 金一封
土谷伊佐生 様 （故 武士 様） 金一封

　 中嶋　忠寛 様 （故 ナミヱ 様） 金一封
茂倉要一郎 様 （故 威敬 様） 金一封

大分市 大土井政臣 様 （故 ツヤ子 様） 金一封
山梨県 三河　知史 様 （故 春海 様）100,000 円
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 問 合 先
国東市社会福祉

協議会本所
　�〒 873-0412　国東市武蔵町古市 1086-1　武蔵保健福祉センター内�
電話 0978-68-1976　FAX0978-68-1677

国見支所　�〒 872-1401　国東市国見町伊美 2225-1　国見保健福祉センター内�
電話 0978-82-1107　FAX0978-82-1285

国東支所　�〒 873-0644　国東市国東町浜崎 2757-5　国東福祉センター内�
電話 0978-74-1151　FAX0978-74-0477

安岐支所　�〒 873-0222　国東市安岐町下山口 38-1　安岐老人憩の家内�
電話 0978-67-1283　FAX0978-67-1398

【編集後記】秋も深まりつつあり、日々涼しくなって来ています。体調管理には気をつけてください。（Ｇ）

生活習慣病予防、疲労回復、リフレッシュに！

毎日の健康づくりに
トレーニングルームを活用しましょう！

平成26年度「第８回国東市福祉のつどい」開催
～地域福祉推進のきっかけづくりとして開催します。～【入場無料】

利用者の声
◆トレーニングが気軽にできてめっちゃいい !!（男性：20 代）
◆健康づくりだけではなく、トレーニングを通じて幅広い年代の方

と友達になれました。（男性：30 代）
◆自分のペースでトレーニングができるし、分からないことがあれ

ばトレーナーに気軽に聞けるところがよい。（男性：40 代）
◆仕事柄腰痛に悩まされていたのですが、腰に筋肉がついたため、

今では痛みを感じません。（女性：50 代）
◆初動負荷トレーニングで有名なワールドウィングのマシンを使

えるので幸せです。（男性：60 代）

所 在 地　国東市武蔵町古市 1086 番地１　武蔵保健福祉センター内
開館時間 （平日・祝日）８：30 ～ 21：30　（土・日）８：30 ～ 17：00
休 館 日　年末年始、お盆期間、その他機器調整のため臨時休館があります。
利 用 料 （市民の方） 一　般　　１回券：210 円　回数券［12 枚綴り］2,100 円
  中・高　　１回券：100 円　回数券［12 枚綴り］1,000 円
 （市外の方） 一　般　　１回券：730 円　回数券［12 枚綴り］7,300 円
  中・高　　１回券：360 円　回数券［12 枚綴り］3,600 円
※小学生以下の方は利用できません。
※初動負荷トレーニングについては事前に講習が必要です。［要予約］
　問合せ先　国東市社協本所（下記参照）

日　時：平成26年11月29日（土）９：30開会
場　所：国見生涯学習センターみんなんかん（国見町伊美）
内　容：表彰行事、地域福祉事例活動発表　等
※つどいに参加を希望される方は事前に申込みください。
申込期日：平成26年11月７日（金）
申込・問合せ先：下記参照

※国東市老人クラブ連合会主催行事「高齢者大学地方リーダー研修会」
　も同時開催予定です。 ※写真は昨年度の記念講演の様子
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