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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

大切な夏の思い出

ボランティア体験

夏休み期間中、市内９箇所の施設で、36 名の中学生・高校生・社会人の方が
ボランティア体験に参加しました。ご協力いただいた施設の皆様、ありがとうございました‼
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臼杵市大字臼杵４番１

TEL/0972-64-0123
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◆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/

臼杵市民児協と災害時における協定を交わしました。
臼杵市民生委員児童委員協議会と臼
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。
災害時に社協が開設するボランティ
アセンターの応援スタッフとして、ご協
力いただけるようになりました。

いきいきサロンだより
立野公民館クラブ
生き生きサポーターさんからの指導のもと、入
念に身体を動かしていました。
今後、ゲームや体操も取り入れることになり、サ
ロンに参加する楽しみが増えたようです。
前期分（4月〜9月分）の活動
社協
登録サロンの 報告・請求書を、10月15日(金)
皆さま方へ までに提出をお願いします。

臼杵市市民後見センターだより

令和3年度臼杵市市民後見人養成講座ご報告
現在、第８期生となる11名の方が令和３年度臼杵市市民後見人養成講座を受講されています。
市民後見人として必要な法律や福祉施策などについて専門的な知識を学んでいます。

【1回目】 開講式・オリエンテーション
◆人権について
令和3年
6月29日
（火） ◆成年後見制度の基本的理解等

【2回目】 ◆消費者被害の実際と消費者契約法
令和3年
◆意思決定支援について等
7月10日
（土）
【3回目】 ◆高齢者施策と介護保険について
令和3年
◆障がい者施策
8月3日
（火） ◆生活保護制度の理解等

第８期生の受講風景です
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赤い羽根共同募金運動に
ご協力をお願いします !

赤い羽根は、
「たすけあい」
「思いやり」
「しあわせ」
のシンボルです。

みなさまのあたたかいご理解と
ご協力をお願いいたします！
１. 共同募金は、
１０月１日から１２月３１日まで
運動は、北海道から沖縄まで全国一斉に行われます。全国一斉に募金を行うため、厚生労働大臣の告示

によって10月１日から12月31日までと募金期間が決められています。
１２月中は｢歳末たすけあい募金｣
もあわせて行われます。

２．身近で活きる募金です
赤い羽根募金は、私たちの地域でも幅広く活用されています。子どもの日やクリスマスのプレゼント、寝
たきりの高齢者の方に対する布団丸洗い乾燥サービス等、福祉のあらゆる活動に生かされています。

《赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の主な使いみち》
◇在宅の寝たきり高齢者や重度身体障がい者の方へふとん丸洗い乾燥サービスや見舞金
◇ニューサルビアの集い ( 野津地域ひとり暮らし高齢者のバス旅行 )……今年度は中止
◇12 地区福祉推進協議会の活動費
◇子ども食堂・フードバンクへの助成
◇公園の遊具改修の助成
◇児童福祉施設へ子どもの日のプレゼント ( 図書カード )
◇ひとり親世帯の日帰りバス旅行……今年度は中止
◇児童福祉施設へクリスマスプレゼント……等

ひとり親世帯のみなさんと野津地域の
75歳以上のひとり暮らしの高齢者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を対象とした
「日帰りバス旅行」
と、
野津地域の75歳以上のひ
とり暮らしの方を対象とした
「ニューサルビアの集い」
は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止と
させていただきます。
楽しみにしてくださっていた皆様、
大変申し訳ございませんが、
ご理解をお願い致します。

ぬり絵コンテストに向けて、みんな楽しく、少し悩みながら作品を制作中です!!

お隣が気になります…
何色にしようかなぁ…
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集中しています !

審査結果は５ページへ!!

社協だより100号記念イベント
ぬり絵コンテスト

結果発表

最優秀賞

歳末たすけあいチャリティーショー中止、
うすきゃん・うすきょんグッズ販売!!
歳末たすけあい運動は、新しい年を迎えるにあたり、援助等を必要とする方たちが地域で
安心して暮らすことができるようにと願い、地域住民や関係機関の皆様のご協力のもと実施
しています。
運動の一つとして、例年「歳末たすけあいチャリティーショー」を開催しておりましたが、昨
年に引き続き、本年も新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止することといたしまし
た。毎年、ご出演や協力券のご購入にご協力いただいている多くの皆様に感謝申し上げると
共に、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、本年も歳末たすけあいチャリティーショー中止に代わる取組として、臼杵市社会福祉

江藤照子様
(90歳)

協議会のキャラクター「うすきゃん・うすきょん」関連グッズを販売し、募金にしたいと考えて
います。皆様方の温かいご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

【審査のコメント】
細部まで丁寧で、全体的に
優しく夢がある!!

優秀賞

優秀賞
松田彩夢様(９歳・福良ヶ丘小学校)

【審査のコメント】
全体的なバランスがよい。
少し抑え気味で、
ほのぼのとした温かさがある

会長賞
佐藤にほ様(７歳・市浜小学校)

第101号

新しいグッズも
販売予定です !!

たくさんのご応募
ありがとうございました !!

【審査のコメント】
にぎやかでユーモアがいっぱい。

５

髙野真由美様(56歳)

【審査のコメント】
バックはキラキラ、
うすきゃんうすきょんはどっしりのバランス感に安らぎがある。

うすき社協だより

社協だより 11 月号で詳しくご紹介します。お楽しみに♪
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ご活用下さい!社協の貸出用具
市民の皆様に備品の貸出をしています。
利用する場合は事前の申し込みが必要です。
下記まで
お問合せ下さい。

日常生活用具

電動ベッド、
車いす、
エアマット、
歩行器、
入浴用品、
トイレ用品など

レクリエーション道具（サロン活動や地域の交流会など）

ナンバーストライク、
輪投げ、
的あてゲーム、
囲碁ボール、
ニチレクボール、
昔の遊びセット、
玉入れ、
将棋、
麻雀、
スカットボール、
ゲーゴールゲーム、
フリーテニス、
ボーリング、
マイク付きラジカセなど

一般備品

長机、
パイプ椅子、
高齢者疑似体験セット、
アイマスク、
鍋、
ガス釜、
食器類など

◎日常生活用具を貸出中の皆さま方へ◎
該当する方には、前期分（4月〜9月分）の請求書を郵送します（9月中に発送）
。
使用していない用具をお持ちの方は、ご返却をお願いします。

《お問合せ・お申込み先》 社会福祉法人 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

ご協力ありがとうございます ─順不同・敬称略─

（令和3年8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 ] 小野敬郎・足立輝子・渡辺隆徳・木村小夜子・内田正憲・川野トシ子・佐藤美智子・ゆふさん・荒木ツネ子・
渡辺好・ツイてるキクチ・赤迫三枝子・河野みつ子・三重野元良・伊東粒子・伊東秀子・佐々木八重子・
山本良子・工藤あおま・工藤るあ・吉野敏明・前田清子・小橋加代子・渡邉紘子・安東正子・若林朝子・
石崎しおり・吉田好・篠田美子・田嶋かおり・後藤高代・佐々木恵子・甲斐隆子・佐藤忠雄・吉田八郎・
松尾和子・赤嶺トシエ

[ 団体 ] 亀城大学29期生・北の口あけぼの会・公益社団法人臼杵津久見法人会・みつご・南山園・(株)井上・
神崎福寿会・下南小学校・日本バプテスト連盟臼杵キリスト教会・富士甚商事(株)・中部保健所・

臼杵食品衛生協会・臼杵地区民児協・木所神社・臼杵土木事務所・藤田老友会・すえひろ保育園・
臼杵詩道会浜の輪分会園・すえひろ児童クラブ・福祉サービス事業所ジョイントリー・
洲崎なかよし茶話会・リマテック九州(株)・ふじた石油・野津中央太極拳教室・かざぐるま・

ホワイト急便臼杵工場・臼杵循環器内科・おおいた青年後見権利擁護支援センター、
他多数の皆様

食材の寄贈
（フードバンク・子ども食堂へ）

日本バプテスト連盟臼杵キリスト教会
（お菓子・カップ麺・カレー他）
、
龍原寺
（お菓子・つぶらなカボス他）
、
和田依里
（お菓子）
、
Ken爺
（ピーマン8.5㎏）
、
阿南久美子
（じゃがいも・人参・お米 計4㎏）
、
壱岐正四郎
（かぼちゃ44㎏）
、
名もなき野の花
（カゴメ野菜生活48本・いちごジャム他）

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101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。
《臼杵事務所》受付（令和３年8月19日現在）
《香典返し》

●あすとぴあ 髙橋浩二様 （故子 宏典様）
●福良

足立輝子様 （故夫 薫様）

●北海添 久原信之様 （故父 忠信様）
●江無田 川野

30，000円 ●神崎

阿南修一様 （故母 フデ子様）30，000円

70，000円 ●佐志生 吉賀源雄様 （故父 兵一様） 30，000円
50，000円 ●家野

山下愛子様 （故夫 啓二様）

金一封

聡様 （故父 宇多生様） 30，000円 ●東鍛冶屋 安東和秀様

(故父 忠重様)

30,000円

30，000円 ●諏訪山 川野恵子様

(故夫 文雄様)

金一封

●佐志生 中野ナツ子様（故夫 恵三様）
●浜

帆足笑子様 （故夫 一郎様）

金一封 ●市浜

廣田栄治様

(故母 要子様)

50,000円

●乙見

野田幸一様 （故母 ツユ子様） 30，000円 ●乙見

髙橋倫代様

(故母 正子様)

30,000円

●佐志生 板井浩幸様 （故母 梅子様）

20，000円 ●二王座 藤本真弓様

(故夫 智様)

金一封

●諏訪

若林喜代子様（故夫 定信様）

30，000円 ●新町

緒環邦治様

(故父 久雄様） 30，000円

●本町

西村由枝様 （故夫 秀史様） 100，000円 ●諏訪

黒枝徳幸様

(故父 重幸様）

●前田

後藤カヨ子様（故夫 哲雄様）

50，000円 ●広原

佐藤新一様

(故母 富子様） 20，000円

●戸室

広瀬正一様 （故母 ヨシ子様） 30，000円 ●海添

神田義信様

(故母 孝子様） 30，000円

●戸室

氏川ひとみ様（故夫 良介様）

30，000円 ●東福良 杉山英美様

(故母 民子様） 30，000円

金一封

《野津事務所》受付（令和３年8月19日現在）
《香典返し》

●前河内 柳井ひとみ様 （故父 三四様）

30，000円 ●野津市 平山公昭様 （故母 ミサヲ様）20，000円

●烏嶽

髙橋光秀様 （故母 久枝様）

50，000円 ●都原

●吉田

阿南知也様 （故父 忠良様） 100，000円

峰藤

博様 （故妻 千代美様）30，000円

《一般寄付》
●壱岐正四郎様

こども食堂へ

30,000 円

※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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令和２年度
「うすき社協だより No100」7 月号で掲載した令和 2 年度資金収
資金収支計算書の訂正 支計算書の一部記載漏れがありました。訂正してお詫び申し上げます。
収

入

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）
寄附金収入（皆様からの香典返し等寄附金）
経常経費補助金収入（臼杵市・県社協等からの補助金）

8,028,100
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

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

667,000

事業収入（さわやかサービス・福祉センター利用料）

9,430,671
257,550

負担金収入（ボランティア保険個人負担金）

216,687,529

26,139,800

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
貸付事業等収入（貸付金償還金）

出

人件費支出

貸付事業等支出（生活保護世帯・緊急つなぎ資金の貸付金）

575,000
5,988,200

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）

91,500

負担金支出

1,078,100

その他の支出

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

固定資産取得支出

22,666,330

児童福祉事業収入（一時保育利用料等）

2,984,270

基金積立資産支出

219,399,384

障害福祉サービス等事業収入

16,075,166

積立資産支出

その他の収入

1,478,055

その他の活動による支出

施設整備等寄付金収入

1,860,000

支出合計

基金積立資産取崩収入

38,000,000
6,509

受取利息配当金収入

343,990

その他の活動による収入
収入合計

−179,521,570

当期資金収支差額

219,281,724

前期末支払資金残高

39,760,154

当期末支払資金残高（令和３年度への繰越金）

新しい職員の紹介

初めまして、
東亮太と申します。
私は７月に臼杵市社会福祉協
議会に入社しました。６月まで大
分市にある南大分地域包括支援
センターの相談員をしていまし
た。
私の仕事は認知症や障がいのある方で、金銭
管理でお困りの方の支援や、
高齢者の方が介護予
防・社会参加で利用しているサロンの活動支援を
主にしています。
宜しくお願い致します。

総合相談事業日程表

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

530,668,283

351,146,713

相談内容
総

91,200
6,346,865

金

相

会

初めまして、麻生恵子で
す。
就労的な活動を通じて高
齢者の社会参加を支援する
「就労的活動支援コーディ
ネーター」です。引きこもり
や生活困窮者の居場所づくりに取り組む団
体
（たんぽっぽの会）
の活動もしています。
これから皆様の地域にお伺いしますの
で、
どうぞよろしくお願いいたします。
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

随 時

要予約

9月 9日
10月14日

10時〜15時

臼杵市社会福祉協議会

■臼杵事務所：0972-64-0123( 代表 )
■( 臼杵 ) 介護保険：0972-64-0133
■生活困窮者自立支援：0972-83-5120
■市民後見センター：0972-62-4488

■野津事務所：0974-32-7759
■( 野津 ) 介護保険：0974-32-4008
■下南こども園：0972-62-3630
第101号
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