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社協だより

令和３年７月１日発行

ふれあいネットワーク

〜社風〜 明るく温かく頼りになる社協 尊敬しあって心もワンチーム

社協だより100号記念イベント！

ぬり絵コンテスト
〜もっと身近な社協へ〜

子どもから高齢者まで、参加は自由です!!
臼杵事務所・野津事務所に
ぬり絵の用紙を置いているほか、
社協のホームページからも
ダウンロードできます。

募集期間

令和３年

７月１日
(木)〜
８月10
日(火)
ま
で

優秀作品
上位10名の方に、
クオカードをプレゼント♬
たくさん応募してね!!

ライン始めました。(^̲^)
〜ぬり絵コンテストの結果を
ホームページとラインで
報告します（9/1予定）
〜

友達
募集中
です
ホームページQRコード

◆臼杵事務所◆
臼杵市大字臼杵４番１

TEL/0972-64-0123
FAX/0972-64-0131
URL http://usuki-shakyo.jp/

◆野津事務所◆
臼杵市野津町大字野津市1050
TEL/0974-32-7759
FAX/0974-32-7704

◆臼杵市立下南こども園◆
臼杵市大字家野1496番地

TEL/0972-62-3630
FAX/0972-83-5650
e-mail:shimominami@usukishakyo.ecnet.jp

URL http://usuki-shakyo.jp/

臼杵青年会議所と
災害時における協定を
交わしました。

６月20日
（日）
に臼杵青年会議所と臼杵市社協が
「災
害時における協力体制に関する協定」
を交わしました。
今後、
災害が発生した場合は、
連携を図りながら迅速
に対応できるようにしていきます。
6月3日(木)、
福良ヶ丘小学校でアイマスク体験・高齢者疑似体験・車いす
体験を行いました。
お年寄りや障がいのある方に上手に声掛けができるよう
になりました。
誰にでも親切で、
お互いに助け合う気持ちを大切にしていき
ましょう。

左津留たんぽぽの会

サロン活動で、健康意識も高めよう！

この日は、豆の皮むき作業をしながら過ごしました。
おしゃべりに夢中になっていましたが、しっかり作業も
終わらせることができました。
「次はまんじゅう作りもし
たい」など、楽しみが増えたようです。

サロンは、
「体力維持」
「外出の機会」
「介護予防」
の効果があります。定期的に健診にも行き、体の
中の健康にも気を配りましょう。

【相談・お問合せ先】社会福祉法人

各サロンで
「健康マイレージ」
に登録して
健康づくりに取り組んでみませんか？
グループで参加できるので、
気軽に活用
できます。
詳しくは、
市報のチラシをご覧ください。

臼杵市社会福祉協議会

臼杵事務所 ☎0972-64-0123 ／ 野津事務所 ☎0974-32-7759
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令和２年度 社 協 の
令和２年度事業計画に基づき、
「住民による見守り活動の支援」や「臼杵市市
民後見センターの運営」
、
「生活困窮者等の支援のための総合相談事業」
「高齢者
サロン事業」及び「介護保険事業」等を、関係機関や地域住民と協働で各事業
に取組ました。
◆法人運営事業◆

1. 諸会議の開催
①理事会
（５回） ②評議員会（４回） ③監査
（１回）

2. 推進体制・ネットワークの支援
①臼杵地域の 12 地区福祉推進協議会・福祉委員と連携
（福祉委員数：630 名）

◆経営基盤の整備◆

1. 会員制度の推進
・一般会員 12,137 口
・賛助会員
368 口
・特別会員
29 口
2. 共同募金活動の協力

・赤い羽根共同募金総額
・歳末たすけあい募金総額

7,147,100 円
（臼杵地域 600 円・野津地域 500 円）
736,000 円
（会費年額：2,000 円）
145,000 円
（会費年額：5,000 円）
4,866,462 円
2,410,039 円

チャリティーバザーの様子

事業報告

「誰もが安心して暮らせるまち
づくり」を目指した、この一年間の
取組を報告します。

◆個別施策・地域福祉活動の推進◆

・日常生活用具・用品の貸与・斡旋
（電動ベッド 75 台・車いす 54 台・その他機器 11 台 )
・小中学校での総合的な学習の時間への支援
（5 回・参加数 165 名）
・ひとり親世帯の家庭を対象とした日帰りバス旅行は、
新型コロナウイルスにより中止
新型コロナウイルスにより中止
・野津地域の高齢者を対象としたバス旅行は、
・ひとり暮らし高齢者等へ安否確認のさわやか電話サービスを実施（利用者 10 名）
・総合相談事業の実施
・広報、
啓発活動及び情報提供
「うすき社協だより」
6回発行・ホームページを運営・
「うすきゃん・うすきょん」
キャラクターの活用

◆受託事業◆

１. 臼杵市
①臼杵市市民後見センターの運営
（利用者 27 名）
・運営委員会 3 回・審議会 5 回
・市民後見人養成講座・フォローアップ研修・フォーラムの開催
後見フォーラムの様子
②臼杵市下南こども園運営
（受入児童数 81 名）
③生活困窮者自立支援事業
（支援プラン決定数 31 件）
④配食サービス事業
（利用者 103 名）
⑤高齢者サロン事業
（登録サロン数 73 ヶ所）
・サロン市場の開催
２. 大分県社会福祉協議会
①生活福祉資金貸付事業の実施
（新規貸付 520 件）
サロン市場の様子
②日常生活自立支援事業 ( あんしんサポート) の実施
（利用者数：74 名、
支援実績：1,298 回）

◆介護保険・障害福祉サービス事業◆
1. 介護保険事業

令和２年度

①訪問介護・介護予防訪問介護事業 ( 利用者実数 96 名 )

収

②居宅介護支援・介護予防支援事業（利用者実数 178 名）
2. 居宅介護事業（障害者総合支援制度）
①居宅介護（利用者実数 44 名）

入
人件費支出

8,947,196

事業費支出（地域福祉推進及び介護保険事業に直接かかわる経費）

21,778,685

26,139,800

事務費支出（地域福祉推進及び介護保険事業等にかかわる事務経費）

35,965,490

貸付事業等収入（貸付金償還金）

５
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5,988,200
91,500

負担金支出

22,666,330

介護保険収入（訪問介護・居宅介護支援事業・デイサービス等介護保険収入） 48,204,009

基金積立資産支出

219,399,384

児童福祉事業収入（一時保育利用料）

2,984,270

積立資産支出

障害福祉サービス等事業収入

16,075,166

その他の活動による支出

基金積立資産取崩収入

④古切手・書き損じハガキ・ペットボトルキャップの募集を行い、
リサイクル活動に努めました。
⑤災害ボランティアセンターの設置等に向けての体制整備を行いました。

助成金支出（地区活動費・高齢者サロン・各種団体等の助成金）

575,000

固定資産取得支出

その他の収入
夏のボランティア体験の様子

667,000
9,430,671

貸付事業等支出（生活保護世帯・緊急つなぎ資金の貸付金）

257,550

負担金収入（ボランティア保険個人負担金）

①ボランティア登録状況（31 グループ 293 名・個人 14 名）
②ボランティア活動保険加入の促進・保険料助成
（加入者数：1,304 名）

216,687,529

8,028,100

受託金収入（臼杵市等から委託されている事業：保育所事業・市民後見センター等）188,724,397

◆ボランティア事業◆

出

寄附金収入（皆様からの香典返し等寄附金）

事業収入（さわやかサービス・福祉センター利用料）

・ボランティア行事保険の手続き（加入件数：80 件）
③夏のボランティア体験月間の取組

支

会費収入(皆様からご協力いただいた一般・賛助・特別会費）
経常経費補助金収入（臼杵市・県社協等からの補助金）

②重度訪問介護（利用者実数 0 名）
③同行援護（利用者実数 4 名）

資 金 収 支 計 算 書 （単位：円）

受取利息配当金収入
その他の活動による収入
収入合計

1,478,055
38,000,000
6,509
343,990

91,200
6,346,865

支出合計

529,590,183
−179,521,570

当期資金収支差額

219,281,724

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高（令和３年度への繰越金）

39,760,154

349,286,713
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ボランティアだより
夏のボランティア体験 参加者大募集！

今年も、県内一斉に 夏のボランティア体験月間 に取り組みます。ボランティア活動が初めての方でも
参加できる良い機会です。
ご参加をお待ちしています！
★各施設の募集内容を掲載した
【市内協力施設】
求人票は、窓口またはホーム
＜臼杵地域＞
ページでご覧いただけます。
すえひろ児童クラブ、
緑の園、
緑の園デイサービスセンターほのぼの・
ふれあい・やすらぎ、
臼杵福寿苑、
市浜児童クラブ、
潔き聖母の家、
すみれ館、
聖心園、
四季の郷、
ジョブサポートあらかし商会、
こどもデイサービスぽっぽ、
みずほ学園、
グループホーム望喜家、
福良ヶ丘児童クラブ 丘っ子、
おおいた成年後見権利擁護支援センター、
こども食堂ぷくぷく

昨年の様子

＜野津地域＞
グループホームさるびあ、
南野津放課後児童クラブ、
栄寿荘、
野津こども園、
恵の聖母の家
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、受け入れができない場合もあります。

手話
講習会
開講迫る!!

〈日 時〉開講式：令和３年7月12日(月)
修了式：令和４年３月17日(木)予定
毎週木曜 19時〜21時(※7月〜10月は毎週月曜日・木曜日)
〈内 容〉入門課程・基礎課程 全47回
〈場 所〉臼杵市社会福祉センター ２階中会議室
〈費 用〉無料(初回時にテキスト代7,100円が必要となります)

ご協力ありがとうございます ─順不同・敬称略─

（令和3年6月現在）

使用済み切手・ハガキ・ペットボトルキャップの寄贈

[ 個人 ] 裏明美・渡辺好・中野承次郎・佐藤美智子・佐々木八重子・高野初子・小橋加代子・小畑ふさゑ・東敬子・
板井ヱイ子・佐藤英夫・ツイてるキクチ・村松直美・甲斐あけみ・内田正憲・佐藤忠雄・木村小夜子・東晃子・
吉田法子・斉藤竜一・佐藤惠子・河野みつ子・笠野日南・石﨑しおり・荒木ツネ子・橋迫・稗田美恵子・三重野・
吉田浩子・成松進・三重野恵美子・藤田和秋・赤峰博道・上野純輝・山本慶子
[ 団体 ] 福祉サービス事業所ジョイントリー・臼杵市役所福祉課・中部保健所臼杵食品衛生協会・みつご・
コスモス病院外来・富士甚商事㈱・ふれあい生き生きサロン板知屋・亀城大学29期生・かざぐるま・
県南親子訓練会・乳幼児家庭教育学級にじっ子・グループホーム望喜家・なかよし茶話会・
北ノ口あけぼの会・海辺連絡事務所・㈲竹田プロパン・リマテック九州㈱・野津第一内科・にしきや・
野津中央太極拳教室・ふじた石油・野津町商工会女性部・人形劇団あいあい・野津町わくわくの会・
野津大西生き生きサロン・えがおサロン若葉・野津地区民生児童委員協議会・㈲村上建設・
臼杵地区民生児童委員協議会・日本バプテスト連盟臼杵キリスト教会、
他多数の皆様

食材の寄贈
（フードバンク・子ども食堂へ）

KEN爺
（じゃがいも16Kg他）
・日本バプテスト連盟臼杵キリスト教会
（カレー、
トイレットペーパー他）
・
名もなき野の花
（ココア、
爽健美茶600ml 6本他）
・成松進
（じゃがいも）
・温井区
（災害備蓄用ビスケット96個）

使用済み切手･ハガキ･ペットボトルキャップ、食材を随時集めています！ご協力お願いします。
【お問合せ先】

社会福祉法人

☎0972-64-0123
臼杵市社会福祉協議会 臼杵事務所
野津事務所 ☎0974-32-7759
第100号
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次の方々からご寄付いただきました。
ご芳志ありがとうございました。
《野津事務所》受付（令和３年6月18日現在）
《香典返し》
●東谷

藤原幸生様 （故母 テルヱ様）

２万円

●中戸次 武田顕一様 （故父 燿一様）

●東谷

吉良宇市様 （故母 正子様）

２万円

●王子

●大分市 久原

高様 （故義母 千加子様）２万円

●野津市 竹尾幸三様 （故父 三吉様）

３万円

首藤紀代子様（故夫 憲治様）

５万円

●原

３万円

藤田寿則様 （故母 美智子様） 金一封
５万円

●大分市 重野行正様 （故姉 幸子様）

《臼杵事務所》受付（令和３年6月18日現在）
《香典返し》
●岩屋

後藤和則様 （故母 ヨシエ様）

金一封

●諏訪

●大浜

平川那須子様（故夫 忠様）

２万円

●左津留 橋迫孝幸様 （故義父 昭夫様）

３万円

●諏訪

東

３万円

●落合

佐藤栄次様 （故父 勝美様）

３万円

●市浜

岡村忠生様 （故母 ミドリ様）

３万円

●末広

佐藤直樹様 （故父 勉様）

金一封

●大浜

古川和也様 （故父 廣一様）

３万円

●中津浦 東

●大泊

伊東雄三郎様（故長男 剛様）

10 万円

●本丁

佐藤小夜子様（故夫 幸雄様）

●武山

吉田勝福様 （故母 ミフ子様）

●稲田

上

●福良
●戸室
●市浜

栄一様 （故父 常男様）

３万円

重昭様 （故父 清重様）

●西海添 廣田治子様 （故夫 都美治様）

金一封

１万円

●藤河内 松村文男様 （故母 トシヱ様）

３万円

５万円

●坪江

篠田善也様 （故父 善満様）

10 万円

３万円

●熊本市 吉田浩幸様 （故妹 智子様）

２万円

佐藤サチヨ様 （故娘 阿南テル子様）金一封

●田尻

廣田

金一封

小野英子様 （故夫 俊夫様）

金一封

●深江

吉良正明様 （故父 栄様）

吉田法子様 （故夫 元彦様）

５万円

●下末広 武生辰信様 （故母 カズヱ様）

３万円

金一封

●井村

５万円

様 （故妻 匿名様）

●佐志生 首藤由美様 （故祖母 ミサヲ様）
●洲崎

３万円

中原康彦様 （故父 輝幸様）

城

正様 （故妻 智代香様）

金一封

茂美様 （故妻 秋子様）

山田晴夫様 （故叔母 三浦通子様） ５万円

《一般寄付》
●臼杵市ボランティア連絡協議会

２万円

●野津町西畑

５万円

森田

林

様

●東洋羽毛工業株式会社様

ハンドクリーンスプレー

臼杵市ボランティア連絡協議会よりご寄付

※寄付者名・金額等の掲載につきましては、寄付者ご本人の承諾のもと掲載させていただいております。

〜福祉事業の推進に活用させていただきます〜
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「社協会費」
にご協力をお願いします
日頃より、臼杵市社会福祉協議会の活動に温かいご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。本
年度も、
「誰もが安心して暮らせる臼杵のまち」を目指して取り組んでまいります。地域福祉活動を行う上
で、社協会費は貴重な財源となります。本年度も、会員の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

①一般会費(年額：臼杵地域600円・野津地域500円)
市内の全世帯にお願いしています。

②賛助会費(年額：1口 2,000円)
③特別会費(年額：1口 5,000円)

②③ともに個人・企業・団体等にかかわらず社協事業にご賛同 いただける方にお願いしています。

令和２年度の会費

ご協力ありがとう
ございました。

①一般会費：12，137口（7，147，100円）
合 計
②賛助会費：368口（736，000円）
8,028,100円
③特別会費：29口（145，000円）

下南こども園保育教諭

募集!!

【 募 集 職 種 】保育教諭 ４名
【 給 与 要 件 】給料、
扶養手当、
通勤手当、
住居手当、
賞与年２回、
社会保険、
有給休暇制度
【 応 募 要 件 】保育士・幼稚園教諭の両方の資格
（取得見込み含む）
【 応 募 方 法 】市販の履歴書、
保育士免許と幼稚園教諭免許のコピー
【採用予定日】令和４年４月１日
【採用予定日】随時
（日）
【採用試験日】令和３年８月22日
【採用試験日】随時
①
②
面接
【 試 験 内 容 】作文、
【 試 験 内 容 】作文、
面接
（日）
（当日の消印有効）
【申込締切日】令和３年８月15日
【申込締切日】随時

「ひとり親世帯のみなさんへお知らせ」
ひとり親世帯の保護者と小学生及び中学生対象の「日帰りバス旅行」につきましては、去年に続き
コロナウイルス感染拡大防止の為、７月・８月の実施は延期させていただきます。今後の詳細は、社
協だより９月号で、改めてお知らせします。

総合相談事業日程表

相談内容
総

合

相

予約先
談

司 法 書 士 相 談
多重債務や成年後見制度
心 の 専 門 相 談
(心理カウンセラー)
年

金

相

会

場

開設日及び時間

臼杵市社会福祉センター 毎週月曜日〜金曜日 ９時〜16時
社会福祉
協議会

大村司法書士事務所
臼杵市社会福祉センター

佐伯年金事務所
談 (☎0972-22-1970) 臼杵市社会福祉センター

《お問合せ先》 社会福祉法人
■臼杵事務所：0972-64-0123( 代表 )
■( 臼杵 ) 介護保険：0972-64-0133
■野津事務所：0974-32-7759

随 時

要予約

7月 9日
8月13日

10時〜15時

臼杵市社会福祉協議会

■後見センター：0972-62-4488
■下南こども園：0972-62-3630
■( 野津 ) 介護保険：0974-32-4008
第100号

うすき社協だより
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