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社 協 だ よ り

社会福祉法人 国東市社会福祉協議会
～地域福祉活動を支援し、支援が必要な人とともに歩む団体～

社協だよりには皆様よりお寄せいただいた赤い羽根共同募金の配分金が使われています

【写真】住民同士の支え合いの必要性について考える『生活支援講演会』の様子。
　　　　詳しくは３ページをご覧ください。

上国崎97名

竹田津101名

地域住
民の関心が高まっています。地域住
民の関心が高まっています。
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●平成28年3月10日 竹田市久住町にある『暮らしのサポートセンター・
りんどう』に22名（上国崎地区より17名、竹田津地区より5名）で視
察に行きました。

●こんなことを教えてもらいました。
　①『りんどう』の具体的な活動内容を知りたい。
　②活動立上げまでの経緯、過程（ここは重要ポイントなど）を知りたい。
　③活動されている支援者と利用者から直接話を聞きたい。

●活動拠点『りんどう』
　郵便局の跡地に活動事務所があり
　ます。
　竹田市全域で６カ所あります。

私たちと一緒に考えていきませんか
　支える世代が減っていく中で、住民同士の支え合いがより重要となっていきます。誰もが住み
慣れた地域で元気に暮らしていけるよう、お互いが支え合える『しくみづくり』を一緒に考えて
いきましょう。
 その『しくみづくり』を国東市社会福祉協議会では、国東市と協力して実践地区の構築に向け
て動きはじめました。現在上国崎地区（国東町）と竹田津地区（国見町）の住民の方と協力しな
がら少しずつ活動しています。

 『大分県竹田市』では市内全域で、地域住民によるお互いの支え合い活動がはじまっています。
その活動を上国崎地区と竹田津地区の住民の方と一緒に見てきました。 

活動その①

みなさんの地域のこと教えてください。ネットワーク会議など地域の話合いの場にいつ
でも参加していきます。
連絡先：☎0978-74-0333（国東市社会福祉協議会　福祉支援課）

【先進地視察報告】

【視察のまとめ】
実際に活動している支える方と支えられている方の双方より、直接お話を聞くことができました。
支える方の中には80歳以上の方もいましたが、80歳にはとても見えないくらい『いきいき』と
されていました。「昔は支援を受ける側であったが、今は支える側になっている」など活動が地域の
中で広がりをみせ、地域住民の方の『生きがいと安心』になっていることを強く感じました。
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90％（64名）
参加してみたい

0％（0名）
参加したくない

94％（65名）
参加してみたい

0％（0名）
参加したくない

6％（4名）
どちらでもない

10％（7名）
どちらでもない

上国崎地区上国崎地区 竹田津地区竹田津地区

活動その②

 上国崎地区と竹田津地区でそれぞれの地域
住民を対象に、これからの自分たちの生活を
考える『生活支援講演会』を実施しました。
この講演会は動員を行わず、チラシと住民の
お互いの声かけで参加者を募りました。正直
何名ご参加頂けるのか大きな不安がありまし
たが、みなさんの関心は高くどちらの会場も
予想以上の参加、「こんなに公民館に人が集
まったことは見たことがない」との声があが
るなど会場は一杯になり、次につながる講演
会となりました。

Ｑ今後、あなたの地域で地域づくりの勉強会を開催した場合に
　参加してみたいですか？

3月13日日 13：30〜
会場：上国崎地区公民館

上国崎地区 竹田津地区

【生活支援講演会報告】

講師：田中尚輝先生

　講師は、ＮＰＯ法人市
民福祉団体全国協議会の
専務理事で、介護保険制
度などに大きく関わられ、
厚生労働省とも強いつな
がりのある方です。
　講演では、介護・医療・
福祉制度の国の動向等を
中心に、これから住民同
士のお互いの支え合いが
いかに大切になってくる
のかわかりやすく厳しく
伝えていただきました。

97名 101名3月12日土 13：30〜
会場：竹田津地区農村環境改善センター

アンケートより



第42号　くにさき　社協だより ―― 4

皆さまのあたたかい ご協力ありがとうございました

くにさき共同 募金だより

平成27年10月1日～12月31日の期間、全国一斉に『じぶんの町を良くするしくみ』を合言葉に、
赤い羽根共同募金運動が行われました。今年度も多くの市民の皆様から温かい募金をお寄せい
ただきました。ご理解とご協力、誠にありがとうございました。

（１）赤い羽根共同募金実績　４，１８０，５０４円
　　※県共同募金会に送金し、翌年度配分されます。

●戸別募金【３，６９２，１００円】

●資材募金【４３９，１６２円】

県産品の購入による募金

自動販売機益金による募金

●グルメ散歩募金【２５，７９０円】

●自動販売機募金【２３，１６１円】

●その他募金【２９１円】

各世帯による募金

さ吉くんバッヂ、図書カードの購入による募金

※平成2６年度の赤い羽根共同募金実績により、平成27年度の地域福祉活動事業配分金として
　3,182,000円が大分県共同募金会より配分され、下記の活動に使わせていただきました。

地　区 金　　額
国見町 ６19,000円
国東町 1,52６,６00円
武蔵町 541,000円
安岐町 1,005,500円

各福祉団体等の活動支援 住民全般福祉支援
国東市民生委員児童委員連合会の活動支援 旧町ごとに開催する『無料法律相談会』実施
国東市老人クラブ連合会の活動支援 一人暮らしに対する見守り『ぬくもり訪問事業』実施
国東市ボランティア連絡協議会の活動支援 小学生から高齢者に葉書を贈る『愛のお便り運動』実施
国東市身体障害者福祉協議会の活動支援 地域福祉活動の啓発として『社協だより』発行
国東市母子寡婦福祉会の活動支援 『一人暮らし高齢者のつどい』開催
国東精神保健福祉会の活動支援 『国東市福祉ふれあいスポーツ大会』開催
くにさき手をつなぐ親の会の活動支援 住民が住み慣れた地域で自立し、安心して生活で

きるような地域社会を実現する契機とするための
『くにさき福祉のつどい』開催

国東地区更生保護女性会の活動支援
市内小・中・高校のボランティア協力校の活動支援

平成２７年度　赤い羽根共同募金　実績報告
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皆さまのあたたかい ご協力ありがとうございました

くにさき共同 募金だより

（２）災害義援金実績　４４，８０９円

（１）歳末たすけあい募金実績　２，２０５，７４２円

義援金等の内容 募金箱設置期間 募金額
屋久島災害義援金 　　平成27年　６月19日～　8月 7日 4,173円
台風18号による大雨災害義援金 　　平成27年10月 1日～11月30日 159円
栃木県台風18号等災害義援金 　　平成27年10月 1日～11月30日 40,159円
茨城県台風18号等災害義援金 　　平成27年10月 1日～11月30日 159円
台風21号与那国町災害義援金 　　平成27年10月 ６日～11月30日 159円

被災地支援のため災害義援金等の募金箱を国東市社会福祉
協議会本所、支所窓口に設置しました。集まった義援金等は、
大分県共同募金会を経由し、被災地へ送金しました。

●戸別募金　【７５９，６００円】

●学校募金【１７７，７５９円】
●歳末物品　【４，１００枚】

国東市老人クラブ連合会女性部さんより
（手作り雑巾とタオル）

●県共同募金会から【５６１，３９４円】
　（前年度剰余金）

●その他募金【７０６，９８９円】
　６ページでご紹介しています。（利息含む）

各世帯による募金

市内の全小中学校の児童・生徒さんより

地区 金額
国見町 12６,000円
国東町 310,700円
武蔵町 113,300円
安岐町 209,６00円

平成２７年度　災害義援金　実績報告

平成２７年度　歳末たすけあい募金　実績報告
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スカットボールⅡ ポケットボール ビーンボウリング

サロンで使えるレクリエーション用具を整備しました！
歳末たすけあいの配分により、地域のサロンでも使えるレクリエーション用具を整備しました。と
ても簡単な使い方でわかりやすいルールなので、子どもから高齢者までどなたでも気軽にお使いい
ただけます。

スティックでボールを打ち、狙った場所にボールを入れます。なかなか思
い通りにはいかない分、笑いが起きる楽しいゲームです。

ボールを転がして当たると得点棒
が回転する面白いゲームです。

【ご紹介】

寄　付　者　名 金　　額 寄　付　者　名 金　　額
安岐町カラオケ連合会 23,000円 個人（世界一しあわせ者） 10,000円
武蔵町仏教会 150,222円 個人（匿名） 5,880円
国東土木事務所 482円 個人（匿名） 5,000円
東部振興局 3,5６3円 個人（匿名） 3,899円
安岐町仏教連合会 110,489円 個人（匿名） 10,028円
大分ヤクルト 5,000円 個人（匿名） 1,1６0円
市老人クラブ連合会国東支部 228,404円 社協募金箱（2ヶ所） 3,852円
市老人クラブ連合会武蔵支部 105,703円 社協職員 34,300円
あらたにまつり募金箱 4,350円 期間外（27年2月以降分）募金 1,６12円

●その他募金 個人・団体寄付者（敬称略）

①歳末見舞金配分 573,000円

②サロン事業    227,162円  
　市内サロン貸出用レクリエーション用具  
　（下枠参照）    
③緊急支援事業   275,000円  
　要援護者等への非常食    

④防災用資機材準備事業  482,198円	 	
⑤災害見舞金        50,000円	  
⑥物品配分・・・4,100枚    　
　市内（保育園等、小・中・高校、福祉施設等へ）   
    

（２）歳末たすけあい配分実績

毎年、歳末たすけあい運動の初日に募金を
お寄せ頂いています（武蔵町仏教会）

地　区 金　　額
国 見 町 102,000円　　
国 東 町 198,000円　　
武 蔵 町 174,000円　　
安 岐 町 99,000円　　

【1,60７,360円】

平成２７年度　歳末たすけあい募金　実績報告
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善意の気持ちをありがとうございました
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。　（掲載に同意された方のみご紹介しております。）

寄付金等（12月1日～2月29日受付分）

（地区） （寄付者名） （故人名） （金額）
国見町 重　本　一　憲 様（故 徳光 様） 金一封

一　川　正　弘 様（故 益男 様） 金一封
松　岡　照　美 様（故 矢部 敦 様） 50,000円
小　野　嘉久美 様（故 信治 様） 金一封
大　友　泰　子 様（故 シメ 様） 金一封
田　中　ユミコ 様（故 美實 様） 金一封
野　上　亮　一 様（故 義友 様） 金一封
中　村　マサコ 様（故 正 様） 金一封
藤　原　利　雄 様（故 務 様） 金一封
小深田　　　力 様（故 幸子 様） 金一封
穐　田　達　男 様（故 光男 様） 金一封
鹿　島　敏　幸 様（故 幹春 様） 金一封
松　本　芳　江 様（故 孝 様） 金一封
岐　部　　　光 様（故 市松 様） 金一封

国東町 能　武　佳一郎 様（故 ミヨ子 様） 金一封
馬　場　典　子 様（故 將郎 様） 200,000円
田　口　邦　雄 様（故 房子 様） 金一封
清　原　一　夫 様（故 ヨシノ 様） 金一封
松　本　和　行 様（故 志惠子 様） 金一封
髙　井　　　誠 様（故 フサ 様） 金一封
松　木　　　勝 様（故 マツコ 様） 金一封
志　丸　信　昭 様（故 英昭 様） 金一封
倉　永　義　典 様（故 サナヱ 様） 金一封
糸　永　和　人 様（故 信枝 様） 100,000円
髙　井　博　子 様（故 玉夫 様） 金一封
岡　野　英　子 様（故 博文 様） 金一封
栗　林　文　子 様（故 アサエ 様） 金一封
山　本　雅　章 様（故 ソノ 様） 金一封
西　田　トシ子 様（故 昇 様） 100,000円
吉　武　末　子 様（故 謙二郎 様） 金一封

武蔵町 大　池　重　之 様（故 花木キヌコ 様） 金一封
河　野　明　生 様（故 厚生 様） 金一封
小　野　和　也 様（故 鈴美 様） 金一封
詠　　　　　彰 様（故 信子 様） 金一封
中　嶋　文　雄 様（故 ハツ子 様） 　 50,000円
古　城　晋　一 様（故 初雄 様） 100,000円
岩　本　明　弘 様（故 弘文 様） 金一封
藤　原　和　敏 様（故 義夫 様） 100,000円
伊　藤　悦　子 様（故 東 様） 金一封

（地区） （寄付者名） （故人名） （金額）
中　園　信　行 様（故 常信 様） 金一封
中　磨　将　文 様（故 カヨ子 様） 金一封

安岐町 河　野　洋　一 様（故 廣子 様） 金一封
松　原　保　男 様（故 壽子 様） 50,000円
柏　　　行　広 様（故 豊野 様） 金一封
水　口　万登勢 様（故 一雄 様） 金一封
高　橋　繁　人 様（故 村井シス子 様） 金一封
矢　野　勝　志 様（故 緑 様） 金一封
笠　置　基　輔 様（故 康子 様） 金一封
後　藤　　　勝 様（故 孝一 様） 金一封
秋　𠮷　良　次 様（故 スミヱ 様） 金一封
髙　瀨　壽　和 様（故 柏　　學 様） 金一封
國　廣　　　治 様（故 富男 様） 金一封
溝　部　敏　勝 様（故 冨 様） 金一封
丸　尾　　　直 様（故 キヨ子 様） 金一封
長　野　妙　子 様（故 定彦 様） 金一封
小　俣　　　隆 様（故 政枝 様） 金一封
鶴　田　一　則 様（故 榮彦 様） 30,000円
久　保　信　男 様（故 サダコ 様） 金一封
石　川　一　成 様（故 中嶋トミコ 様） 金一封
馬　場　伸　明 様（故 隆 様） 金一封
田　尻　晃　代 様（故 大作 様） 金一封
稙　田　旨　夫 様（故 曻 様） 金一封
大　神　征　治 様（故 綾子 様） 金一封
本　田　正　美 様（故 八重子 様） 金一封
髙　橋　道与志 様（故 和枝 様） 金一封

大分市 小山田　武　史 様（故 スナ子 様） 金一封

◇一般寄付
（地区） （寄付者名） （金額）

国見町 藤　原　雅　章 様 金一封
国東町 無相教会安国寺支部 様 26,525円

国東カラオケ同好連盟会長冨重克昭 様 金一封
萬弘寺詠歌部 様 20,000円

　◇物品寄付
（地区） （寄付者名） （品名）

国見町 井　本　津裕子　　　　　　　　　　 様 雛飾りセット
大分市 第一生命労働組合大分支部　　　 車いす4台

◇香典返し寄付

【お知らせ】　国東市社会福祉協議会への寄付は税額控除の対象となります

（税額控除対象寄付金－2,000円）×40％＝控除対象額（所得税額から控除）
※　但し、控除額は所得税額の25％が限度となります。
※　税額控除対象寄付金とは、税額控除対象法人への寄付金額です。（本会は税額控除対象法人です）
※　寄付金支出額が、総所得金額等の40％に相当する金額を超える場合には、40％に相当する額が
　　税額控除対象寄付金となります。

社協にお寄せいただく寄付金は地域福祉事業の財源になります。
皆様のご協力をよろしくお願いします。

様
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本  所 【くにさきケアセンターなのはな】 〒873-0412 国東市武蔵町古市1086-1 電話0978－68－1976 （総務福祉課）
電話0978－68－0605 （在宅福祉課）

国見支所【くにさきケアセンターたんぽぽ】 〒872-1401 国東市国見町伊美2225-1 電話0978－82－1107
国東支所【くにさきケアセンターなのみ】 〒873-0644 国東市国東町浜崎2757-5 電話0978－74－1151

電話0978－74－0333 （福祉支援課）
安岐支所【くにさきケアセンターやすらぎ】 〒873-0222 国東市安岐町下山口38-1 電話0978－67－1283

国東市社会福祉協議会
在宅福祉課　☎0978-68-0605

社会福祉法人 	国東市社会福祉協議会

●国東市社会福祉協議会が運営する通所介護事業所（デイサービスセンター4ヶ所）のうち、
『くにさきケアセンターやすらぎ通所介護事業所』（安岐町のやすらぎデイサービス）は、
平成28年3月31日をもって閉所いたしました。

　やすらぎデイサービスは合併前（平成4年）に開所されてから今日まで、地域の皆さま
に支えられご利用者さまに愛されて運営を続けてまいりました。ここに改めてやすらぎ
デイサービスを支えて下さった皆さまに深く感謝申し上げます。

●平成28年4月からは、安岐・武蔵を統合して南部地区として、武蔵保健福祉センター
のデイルーム（なのはなデイサービス）を拠点に、引き続きサービス提供に取り組んで
まいります。やすらぎデイサービスをご利用されていた多くの皆さまが、4月以降も引
き続いて『くにさきケアセンターなのはな通所介護事業所』（武蔵町のなのはなデイサー
ビス）をご利用いただくことになりました。

●これからも介護保険制度の理念に基づき、より一層のサービス向上に取り組んでまいり
ます。デイサービス体験利用の申込みは随時受付けていますので、お気軽にお声かけ下
さい。

安岐町の「やすらぎデイサービス」を閉所しました

福祉用具を借りたい時は
ご相談ください。

ボランティア活動保険に
加入しましょう！

　在宅で介護を受けていて歩行や寝起きが
不自由な方や、身体に重度の障がいがある
方、または病気・ケガ・施設や病院から一
時的に帰宅されるなど一時的に必要な方に
対して、ベッド・車イス・エアーマット・
歩行器などを貸し出します。利用料は無料
です。

【但し、在庫がない場合があります。】

　ボランティア活動中だけでなく、活動に向
かう道中も補償されます。

【補償期間】　申込手続完了日翌日
　　　　　　～平成29年3月31日

【保 険 料】　（基本タイプ）300円　
　　　　　　（天災タイプ）430円　

【加入対象者】
個人でボランテイア活動をされる方

【問　合　せ】
国東市ボランティア・
市民活動センター

（社協本所・各支所）

お知らせ

お
問
い
合
せ


