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社協だより

ふれあいネットワーク

令和３年 11 月１日発行

〜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

11月1日(月)予約開始！

歳末たすけあい 募金グッズ販売!!

新しいグッズも
できました!!

12月11日(土) 13：30開店

歳末たすけあい チャリティーバザー開催!!

収益金は、すべて歳末たすけあい募金として寄付し、市内の高齢者・障がい者・子どもへの
見舞金やクリスマスプレゼント等として役立てられます。
※詳しくは２ページをご覧ください。
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
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/

歳末たすけあい運動は、新しい年を迎えるにあたり、だれもが地域で安心して暮らすことが
できるようにと願い、地域の皆さまのご協力のもと実施しています。
ぜひ、皆さまの温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

歳末たすけあい募金のつかいみち
・75 歳以上のひとり暮らし高齢者へ、お茶・お弁当・お菓子などのプレゼント
・寝たきりの高齢者・重い障がいのある方への見舞金・ふとん丸洗い乾燥サービス
・こども園・児童クラブ・福祉施設などへのクリスマスプレゼント ほか

歳末たすけあい
チャリティーバザー

今年は、民生委員児童委員協議会、共同募金委員会、
社会福祉協議会の共催でバザーを開催します！
ぜひお誘い合わせの上、ご来場ください♪

【日
【会

時】令和３年12月11日（土）
開店13時半〜
場】臼杵市社会福祉センター駐車場

【内

容】野菜、
もち米、
ドレッシング、タオル、洗剤、
社協キャラクターグッズほか

昨年の様子

去年に続き今年も規模縮小開催の為、一般の方の出品は募集いたしません。ご了承ください。
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歳末たすけあい募金グッズ販売!!
昨年に引き続き、
社協のキャラクター
「うすきょん・うすきゃん」
のグッズを販売します。
皆様方の温かいご支援とご協力を、
よろしくお願いいたします。

②立体マスク

①マチ付きトートバッグ

約H35×W46×D13cm
持ち手約58cm 商品価格

1,000円

(募金金額244円)

(大人用、
グレー・ネイビー)
約H13×W34cm
商品価格 500円

③立体マスク(子ども用)
約H11×W28cm
商品価格 500円
(募金金額253円)

(募金金額248円)

⑤ガラス
マグネット

④爪切り ６種類(各１個) 商品価格
約H6×W4cm

約H4×W4cm
商品価格 500円

500円

(募金金額240円)

(募金金額175円)

⑥〜⑨は昨年度の商品ですので、募金額相当の金額のみいただきます。
洗って繰り返し
使えます

⑥立体マスク(大人用)

約34×24cm
⑦立体マスク(子ども用)
約28×23cm
商品価格 各250円
(募金金額各250円)

⑧ふせんメモ
(1セット20枚×6種類)
商品価格

250円

(募金金額250円)

購入までの流れ
①お申し込み

11月１日(月)〜

来所・電話・FAXでお申し込みください。

(ホームページから注文書をダウンロードできます)

⑨タッチレス
スティック
キーホルダー

本体：約5×7cm

商品価格

250円

(募金金額250円)

ホームページＱＲコード→
②支払い・グッズ受け取り

12月１日(水)〜

来所いただき、
お支払いをお願いします。

12月11日(土)のバザーでも、
在庫限りで販売します！

《お申込み・お問合せ先》 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
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第17回臼杵市社会福祉大会のご案内
社会福祉の推進に貢献された方々の表彰と、小・中学生の
作文発表を行います。

上北健康体操
ごごいち会

【日

時】令和３年11月13日
（土） 10：00〜12：00

新型コロナウイルス感染症拡大に

【場

所】臼杵市民会館

【主

催】臼杵市、
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

より、なかなか思い通りにサロン活
動ができず、久しぶりに皆で集まっ
ての開催でした。体操をしている姿
を見ると、皆さん自宅などで取り組
んでいたようで、自粛期間を感じら
れない身体の動きでした。
ぜひ、これからも自宅で・サロン
で、取り組みを継続してください！

レクレーション用具を追加しました
サロン活動向けに、レクレーション用具の貸出を行っています。ぜひ、活用してください。

「ボッチャ」

入場料無料で、どなたでもご参加いただけます。たくさん
のご来場をお待ちしています!

プログラム
【 受 付 】 9：30〜

大ホール
事前のお申
込み
不要です は

【 式 典 】10：00〜 表 彰
【作文発表】 11：00〜 小・中学生の作文発表

新型コロナウイルス感染予防対策のため

検温・マスク着用にご協力お願い致します。
《小・中学生の作文発表》

１．
「第71回社会を明るくする運動」作文コンクール
臼杵市入選
小学生の部「やさしさと思いやりのリレー」
臼杵市立下ノ江小学校 6年 伊東 陽葵さん
中学生の部「笑顔のパス」
臼杵市立北中学校 2年 平川 妃翠さん

２．
「令和3年度 少年の主張 大分県大会」
優秀賞

ボッチャとは、目標球と呼ばれる白いボールに、赤・
青のそれぞれ６球ずつのボールを投げる、転がすなど
して、
いかに近づけるかを競います。
５
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「届け！万羽鶴に込めた願い」
臼杵市立西中学校 3年 村松 奨太さん

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、
中止する場合があります。

〈お問合せ先〉臼杵市社会福祉協議会臼杵事務所 ☎0972-64-0123
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第17回臼杵市社会福祉大会のご案内
社会福祉の推進に貢献された方々の表彰と、小・中学生の
作文発表を行います。

上北健康体操
ごごいち会

【日

時】令和３年11月13日
（土） 10：00〜12：00

新型コロナウイルス感染症拡大に

【場

所】臼杵市民会館

【主

催】臼杵市、
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

より、なかなか思い通りにサロン活
動ができず、久しぶりに皆で集まっ
ての開催でした。体操をしている姿
を見ると、皆さん自宅などで取り組
んでいたようで、自粛期間を感じら
れない身体の動きでした。
ぜひ、これからも自宅で・サロン
で、取り組みを継続してください！

レクレーション用具を追加しました
サロン活動向けに、レクレーション用具の貸出を行っています。ぜひ、活用してください。

「ボッチャ」

入場料無料で、どなたでもご参加いただけます。たくさん
のご来場をお待ちしています!

プログラム
【 受 付 】 9：30〜

大ホール
事前のお申
込み
不要です は

【 式 典 】10：00〜 表 彰
【作文発表】 11：00〜 小・中学生の作文発表

新型コロナウイルス感染予防対策のため

検温・マスク着用にご協力お願い致します。
《小・中学生の作文発表》

１．
「第71回社会を明るくする運動」作文コンクール
臼杵市入選
小学生の部「やさしさと思いやりのリレー」
臼杵市立下ノ江小学校 6年 伊東 陽葵さん
中学生の部「笑顔のパス」
臼杵市立北中学校 2年 平川 妃翠さん

２．
「令和3年度 少年の主張 大分県大会」
優秀賞

ボッチャとは、目標球と呼ばれる白いボールに、赤・
青のそれぞれ６球ずつのボールを投げる、転がすなど
して、
いかに近づけるかを競います。
５
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「届け！万羽鶴に込めた願い」
臼杵市立西中学校 3年 村松 奨太さん

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、
中止する場合があります。

〈お問合せ先〉臼杵市社会福祉協議会臼杵事務所 ☎0972-64-0123
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臼杵市市民後見センターだより
〜日常生活自立支援事業（あんしんサポート）のご案内〜
認知症の方や知的障がい・精神障がい等で、
判断能力が十分でない方のためのサービスです。
日常生活
を営むのに必要なサービスを利用するための、
情報の入手、
理解、
意思表示を、
本人のみでは適切に行う
ことが困難な方が対象となります。
ただし
「あんしんサポート」
は、
契約に基づいてサービスを提供しま
すので、
事業の契約内容について判断し得る能力を有していることが必要です。

福祉サービスを
受けたいけれど、
どうしたら良いか
よくわからない…

新聞代やガス代
などの支払いや
お金の出し入れで
いつも迷っている。

身寄りのない方で、
通帳や印鑑を
無くしてしまって、 判断能力が低下し、
金銭管理に
困っている。
困っている。

【お問合せ先(予約先)】臼杵市市民後見センター
TEL 0972-62-4488 FAX0972-64-0131

ご協力ありがとうございます─順不同・敬称略─

（令和3年10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 ] 佐藤司郎・ゆら、
たお・稗田美恵子・藤沢由紀子・佐藤美智子・廣瀬安子・佐藤鼓太郎・小橋加代子・

月光仮面・渡辺好・工藤真由美・板井清治・ツイてるキクチ・戸匹光雄・内田正憲・荒木ツネ子・庄司利八・
二村静代・河野みつ子・笠野日南・伊東久雄・三重野・谷野久美子・迫部明美・小野敬郎・藤田まや子・
足立晶汰・石崎しおり・村松直美・木村小夜子・笹山昭義・赤峰博道・板井栄子・若林朝子・金﨑桂子・
臼杵の一市民・板井ヱイ子・リズムのお部屋代表前田玲子

[ 団体 ] 揚名時太極拳・中部保健所臼杵食品衛生協会・健歩クラブ臼杵元気者・みつご・(有)村上建設・
野津町わくわくの会・野津大西生き生きサロン・人形劇あいあい・南山園・臼杵市老連女性部・

朝日新聞臼杵店・神崎福寿会・福祉サービス事業所ジョイントリー・亀城大学29期生・津留亀会・
北の口あけぼの会・ホワイト急便臼杵工場・中央地区民生児童委員協議会・新地区・玉香園・双葉区・
臼杵土木事務所・海辺連絡事務所・臼杵地区民児協・みずほ厚生センター・洲崎なかよし茶話会・
下ノ江グランドゴルフ愛好会・明星クラブ・臼杵地区民児協OBクローバーの会・野津第一内科・
ホワイト急便臼杵工場・リマテック九州
（株）
・野津中央太極拳教室・野津町ヘルパーステーション・
ふじた石油・藤田老友会・コープおおいたサービス付高齢者住宅彩・家庭教室学級にじっこ・

亀城大学15期生・ふれあい生き生きサロン板知屋・県南親子訓練会・(有)竹田プロパン、
他多数の皆様

食材の寄贈
（フードバンク・子ども食堂へ）

名もなき野の花
（ジュース24本、
ゼリー12個 他）
・龍原寺
（ジュース、
お菓子）
・和田依里
（お菓子）
・

高橋貴久枝
（そうめん、
ジュース）
・日本バプテスト連盟臼杵キリスト教会
（お米、
お菓子、
カップ麵 他）
・
阿南幸子
（お米56㎏）
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102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10月20日現在）
《香典返し》
●吉田

竹尾逸郎様 （故父 清永様）

30，000円 ●野津市 後藤誠也様 （故父 謹也様） 50，000円

●清水原 木下忠士様 （故妻 成美様）

30，000円 ●藤小野 亀井信克様 （故母 圓子様）

金一封

《臼杵事務所》受付（令和３年10月20日現在）
《香典返し》
●市浜

平川久子様 （故夫 勇様）

30，000円 ●上市浜 久保田悦子様（故夫 篤様）

●家野

足立礼志様 （故母 幸子様）

30，000円 ●野津市 森迫

●港町

青松貴大様 （故父 照夫様）

10，000円 ●坪江

篠田一幸様 （故父 信雄様） 30，000円

潔様 （故妻 美智子様）100，000円 ●落谷

久原敬子様 （故夫 秋彦様） 50，000円

●上市浜 渡辺

50，000円

昇様 （故母 愛子様） 50，000円

●末広

藤澤典雅様 （故父 昭義様）

30，000円 ●野村

●家野

髙﨑哲也様 （故父 光信様）

金一封 ●野田

平川敏朗様 （故父 照重様） 30，000円

●洲崎

緑真由美様 （故夫 康正様）

金一封 ●坪江

篠田利光様 （故父 秋生様） 100，000円

●江無田 塩月孝博様 （故父 重雄様）

金一封 ●目明

日名子孝春様（故母 トヨコ様） 50，000円

三浦明美様 （故夫 正憲様）

30，000円 ●野田

赤嶺昌二様 （故父 一夫様） 20，000円

●井村

●あすとぴあ 小畑一喜様 （故母 シズ子様）
●浄光台 荻野

通様 （故父 悟様）

足立健二様 （故妻 キヌ様）

30，000円

金一封 ●岳谷

板井信治様 （故父 清様）

30，000円

100，000円 ●搔懐

小野ナツ子様（故夫 衞様）

30，000円

●門前

西水保文様 （故父 忠夫様） 300，000円 ●新港町 小畑久美子様 ( 故母 ヒサ子様 )

金一封

●温井

西郷房子様 （故夫 敏長様） 100，000円 ●深江

金一封

●武山

武口宗男様 （故母 ヨシ子様） 20，000円

吉良勝徳様

( 故母 カル子様 )

《一般寄付》
●臼杵市グランドゴルフ協会様（第 12 回フジジン醤油杯 GG 大会ホールインワン基金）3,400 円
●高橋チエ様（マッサージチェア）

※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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社協職員募集!!

【募集職種】 社会福祉士 １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（詳細についてはお問合せください）
【応募要件】 社会福祉士の資格
（取得見込み含む）
【採用予定日】 令和４年４月１日
【応募方法】 ①市販の履歴書 ②社会福祉士登録証のコピー
【採用試験日】 令和３年12月５日
（日）
【試験内容】 ①作文 ②面接(適性検査有り)
【申込締切日】 令和３年11月21日
（日）
まで
（当日の消印有効）

下南こども園

保育教諭募集!!

【募集職種】 保育教諭 若干名
【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（詳細についてはお問合せください）
【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）
【採用予定日】 令和４年４月１日
【応募方法】 ①市販の履歴書 ②保育士免許と幼稚園教諭免許のコピー
【採用試験日】 令和３年12月５日
（日）
【試験内容】 ①作文 ②面接
【申込締切日】 令和３年11月21日
（日）
まで
（当日の消印有効）

社協臼杵・野津事務所

登録ヘルパー募集!!

【募集職種】 訪問介護員 ２名
【給与要件】 時給：1,050円、賞与年２回、社会保険、有給休暇制度（詳細についてはお問い合わせください）
【応募要件】 ヘルパー２級以上の資格
【採用予定日】 随時
【応募方法】 市販の履歴書
【採用面接日】 随時

【お問合せ先】臼杵市社会福祉協議会 臼杵事務所総務班 ☎0972-64-0123
総合相談事業日程表
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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

11月11日
12月 9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
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