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社協だより

令和４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

つながろう友達・地域と!!
つながろう友達・地域と!!

TKB 体操教室

野津広原サロン

清水原あじさいの会

上市浜トランプ会

初企画 『スマホ教室開催』
!
つながりを広げよう 社会と
〜スマートフォン
（携帯電話）
を使って楽しいライフワーク〜
ご高齢者の方を対象としたスマートフォン
（携帯電話）
教室を
開催します。
ボランティアの大学生がスマートフォンの使い方
を優しく教えます。
詳しくは３ページを見てね!!

◆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

ホームページ LINE
QRコード QRコード
▼

▼

臼杵市市民後見センターだより

『臼杵市市民後見人養成講座 事前説明会』
開催
今年度も臼杵市市民後見人養成講座が６月22日（水）から始まりました。

臼杵市社会福祉センターで５月23日（月）に事前説明会を開催し、臼杵市市民

後見センターの事業内容や日程について説明を行いました。

支援員の丹生ハルエさんから、どのようにしてご利用者本人と信頼関係を築き、

支援を行っているのかなどについて話していただきました。

みなさんも
市民後見人として
活躍して
みませんか？

支援員 丹生ハルエさん

あんしんサポート事業（日常生活自立支援事業）のご案内
こんなお困りごとがあったらご相談ください。
こんなお困りごとがあったらご相談ください。
大事な書類や物を
なくしてしまう

お金の管理に
不安がある

市役所からの書類が
届くけど、
内容がよく
分からない

手元に通帳があると
すぐにお金を
使ってしまう

ヘルパーを頼みたい
けど、
どうしたらよいか
分からない

通帳やお金の
置き場所を忘れてしまう

お金の管理や日々の困りごとを
お手伝いします！
通帳の管理
（お金の引き出し等）
や
サービスの手続き代行、
日々の生活の相談も承ります。
お気軽にお問合せください。

【申込・お問合せ先】社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

臼杵市市民後見センター☎0972-62-4488
（直通）
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集
参加者募 スマートフォン (

つながりをひろげよう 社会と

携帯電話 )

〜スマートフォン(携帯電話)を使って楽しいライフワーク〜

65歳以上の方を対象に、
お持ちのスマホを使って
「スマホ教室」
を開催いたします。
電話のかけ方・受け方やメールの仕方などの基本操作をはじめ、
覚えておくと便利な
機能まで、
丁寧にわかりやすくお教えします。
使い方が分かれば、
交友関係も広がります!!
【 開催日 】
令和4年9月2日
（金） 10：00〜11：30
【会 場】
臼杵市社会福祉センター 大ホール

【 対象者 】
スマートフォンをお持ちの方で65歳以上の方

【募集定員】15名 ※応募者多数の場合は、抽選を行います。

【申込方法】
来所または電話、
臼杵市社会福祉協議会ホームページよりお申込みできます。
【 主 催 】社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

ご寄附をいただきました〜皆様からのご厚意に感謝いたします〜
臼杵市の養護老人ホーム安生寮様より、
「心を込めて
育てたので、
何かのお役に立てれば」
との思いから、寮
の畑で収穫したジャガイモをご寄附いただきました。

５月25日(水)に、
「春のうすき食文化フェス」
実行委
員会様からご寄附をいただきました。
ゴールデンウィークに開催されたイベントの一つで、
カニ醤油合資会社様・フンドーキン醤油株式会社様・
富士甚醤油株式会社様が行った
「しゃもじde味噌すく
い」
の売り上げの一部を、
イベントに参画した大分県立
臼杵高等学校ユネスコ部の皆さんから、
社協会長へ手
渡ししていただきました。
寄附金は、歳末たすけあ
い募金として、市内の高齢
者・障がいのある方・子ども
たちなどのために、大切に
使わせていただきます。

大変ありがとうございました！
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令和3年度

社協の事業報告
令和3年度事業計画に基づき、
地域の見守りづくりの事業や介護保険事業、
臼杵市
から受託した高齢者福祉・児童福祉・生活困窮者向け事業について、
関係機関や地域
住民と協働で取り組みました。
◆地域福祉活動の推進・個別施策◆
１. 地域の見守りづくり及び各諸団体と協働した見守りづくり
①地域共生社会推進体制及びネットワークの強化
・臼杵地域の 12 地区福祉推進協議会・福祉委員と連携、各地域において地域福祉活動に取り組
んでいただきました
（福祉委員数 620 名）
。
②総合相談事業
・相談援助、各種相談の収集・整理、広報活動の実施、相談員の配置等を行い、広く住民のニーズに
応じ、
総合相談事業に取り組みました
（一部：生活困窮自立相談 356 件）
。
③みらいサポート事業
・社協と任意後見契約を結ぶことで、日々の生活や判断能力が低下した後の生活を安心して送る事
ができるように支援する事業を令和 3 年 4 月から始めました。
④こどもの居場所づくり
・市内で子ども食堂の設置者、
運営者に子どもが安心して過ごせる環境づくりの支援をしました。
⑤在宅福祉事業
・日常生活用具、
用品の貸与、
斡旋
（電動ベッド 72 台、
車いす 59 台、
その他の機器 12 台）
・さわやかサービス事業
（利用者 33 名）
、
さわやか電話サービス事業
（利用者 12 名）
⑥団体事務等の支援
・民生委員児童委員協議会・老人クラブ連合会等の団体へ支援を行いました。
⑦共同募金活動への協力・支援
・赤い羽根共同募金総額
4,799,200 円
・歳末たすけあい募金総額 2,020,099 円
・子ども食堂への助成を行い、
子どもの
「居場所」
づくりの支援。
⑧小中学校での総合的な学習の時間への支援
（2 回、
参加者 49 名）
⑨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）
、
キャラクター活用
⑩災害対策…市内関係団体と臼杵市災害ボランティアネットワーク連絡会を設立しました。

◆介護保険事業・障害福祉サービス事業◆
1. 介護保険事業
①訪問介護・介護予防訪問介護事業 ( 利用者実数 129 名 )
②居宅介護支援・介護予防支援事業（利用者実数 169 名）
2. 居宅介護事業（障がい者総合支援制度）
①居宅介護（利用者実数 37 名）
②重度訪問介護（利用者実数 0 名）
③同行援護（利用者実数 2 名）
④移動支援事業（利用者実数 4 名）
⑤生活サポート事業
（日常生活地域支援事業）
障害者移動支援・臼杵市受託事業
（利用者実数 0 名）
５
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◆ボランティア事業◆

①ボランティア登録状況
（31 グループ 252 名・個人 12 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：1,175 名）
・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
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、
リサイクル活動の推進

◆受託事業◆

１. 臼杵市
①臼杵市市民後見センターの運営
（受任件数 26 名）
・中核機関会議 12 回 審議会 2 回
・市民後見人養成講座・フォローアップ研修・市民後見フォーラム開催
（YouTube）
②生活困窮者自立支援事業
（支援プラン決定数 26 件）
③地域自立生活支援事業
（配食サービス）
（利用者 65 名）
④生活支援体制整備事業
（通いの場 2 ケ所調査中）
⑤高齢者サロン活動支援事業
（登録サロン数：77、
登録者数：1,241 人）
⑥臼杵市立下南こども園運営
（園児数…80 名）
⑦児童クラブの施設管理及び運営
（野津地域 3 施設）
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 256 件）
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）

◆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） ④正副会長会議
（4 回）
2. 会員制度の推進
区長、
民生委員をはじめ関係者･団体・企業各位のご尽力をいただき、
会員制度に取り組んできました。
①一般会員 12,814 口 7,502,350 円
（会費年額：臼杵地域 600 円 野津地域 500 円）
② 賛助会員
308 口
616,000 円
（会費年額：2,000 円）
③ 特別会員
33 口
165,000 円
（会費年額：5,000 円）

令和３年度
収
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業等収入
事業収入
負担金収入
介護保険収入
児童福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の収入
施設整備等寄付金収入
基金積立資産取崩収入
受取利息配当金収入
その他の活動による収入
収入合計

資 金 収 支 計 算 書 （単位：円）

入

支
8,283,350
8,990,249
27,266,150
178,804,583
624,000
9,522,899
225,370
49,760,278
2,147,510
16,295,226
1,042,690
300,000
11,217,000
3,352
18,897,410
333,380,067

出

人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業等支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
支出合計
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高（令和４年度への繰越金）
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225,174,421
22,426,026
27,214,808
700,000
6,479,200
51,140
947,200
435,300
39,948,973
91,200
6,517,230
329,985,498
3,394,569
39,760,154
43,154,723
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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求人票は、
窓口またはホームページでご覧いただけ
【市内協力施設】
ます。
＜臼杵地域＞
すえひろ児童クラブ、
児童クラブ館ウェルフェアー、
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、
臼杵市安生寮、
こどもデイサービスかがやき、
市浜児童クラブ、
聖心園、
潔き聖母の家、
すみれ館、
すみれこども園、
こどもデイサービスぽっぽ、
みずほ学園、
ジョブサポートあらかし商会、
こども食堂ぷくぷく、
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
＜野津地域＞
南野津放課後児童クラブ、
栄寿荘、
野津南保育園
※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。

昨年の様子

ご協力ありがとうございます ─順不同・敬称略─

（令和4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 ] 内田正憲・疋田忠公・若狭幸子・前田清子・渡辺好・迫部明美・佐藤美智子・金﨑桂子・荻野陽子・佐藤典子・
宮本美也子・二村静代・伊東久雄・ツイてるキクチ・小橋加代子・安東悦子・姫野賢・和田依里・大野
（三重野）
・
田口豊晃・田口貢・石仏太郎・佐藤忠雄・えんどう、
ゆら、
たお・戸匹光雄・児玉恵子・吉岡みや子・板井ヱイ子・
河野みつ子・首藤操子・渡邉日支子・大野美知子・赤峰博道・佐々木恵子・竹尾みどり・後藤髙代・伊東幸光・
玉田日和・玉田一葉・玉田大翔・佐藤伸子・安藤・佐々木八重子
[ 団体 ] 新地区・コープおおいたサービス付高齢者住宅彩・臼杵地区民児協OBクローバーの会・明星クラブ・
臼杵市老連女性部・中部保健所臼杵食品衛生協会・サポートセンターかざぐるま・津留亀会・下北民八会・
臼杵市役所福祉課・臼杵詩道会浜の輪分会・富士甚商事㈱・北の口あけぼの会・グループホーム望喜家・
ホワイト急便臼杵工場・臼杵地区民児協・㈲竹田プロパン・南山園・臼杵環境メンテナンス・竹場区・双葉区・
㈲あしすと・けあだんだん・富士甚醤油㈱・洲崎なかよし茶話会・板知屋サロン・みずほ学園・退公連女性部・
コスモス病院外来・野津中央太極拳教室・㈲川野工業・野津大西生き生きサロン・㈲村上建設・㈲金崎商店・
野津町わくわくの会・人形劇団あいあい・野津町民生委員会一同・竹田プロパン・望月茶話会・神崎福寿会・
清太郎ひばり会・野津南保育園・リマテック九州㈱・亀城大学29期生、
他多数の皆様

食材の寄贈
（フードバンク・子ども食堂へ）

龍原寺
（お菓子他）
・高橋チエ
（食品）
・名もなき野の花
（食品）

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106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4年6月17日現在）
《香典返し》

廣田曠臣様 （故母 絹子様）

30，000円

●老松

佐藤五月様 （故夫 祐二郎様）

20，000円

●野津市 荒木眞治様 （故母 ミヨ子様）

30，000円

●西畑

下村富生様 （故母 スエ子様）

20，000円

●野津市 赤峰幸弘様 （故母 千代子様）

50，000円

●千塚

赤峯勝幸様 （故母 サザ子様）

20，000円

●泊

●亀甲

松原弘範様 （故父 淳治様）

50，000円

●落谷

井上俊治様 （故父 治様）

●亀甲

河野敬治様 （故母 信子様）

30，000円

●宮原

城とも子様

●家野

岩本泰博様 （故叔母 野中モトヱ様） 20，000円

●落谷

兒玉

100，000円

（故夫 正人様）

20，000円

光様 （故父 實男様）

30，000円

金一封

《臼杵事務所》受付（令和4年6月17日現在）
《香典返し》
●井村

和田淳子様 （故夫 義盛様）

30，000円

●東京都 姫野和弘様 （故父 辰夫様）

●風成

平川義治様 （故父 信義様）

30，000円

●海添

粟津正紀様 （故父 英紀様）

100，000円

20，000円

●家野

足立久恵様 （故夫 勝政様）

50，000円

後藤豊子様 （故夫 道雄様）

20，000円

●掛町

釘宮安恒様 （故父 要様）

●佐志生 溝部志保様 （故父 房由様）

30，000円

●下ノ江 吉田ツヤ子様（故夫 豊治様）

30，000円

●西福良 飛田秀文様 （故父 智道様）

100，000円

●下ノ江 伊藤陽子様 （故夫 照雄様）

50，000円

30，000円

●井村

原山昭博様 （故父 安雄様）

10，000円

●下ノ江 桑野邦子様 （故夫 信一様）

金一封

●稲田

中尾増美様 （故母 フサエ様）

50，000円

●江無田 海野広幸様 （故母 中川フサノ様）

金一封

●二王座 吉田忠次様 （故母 文子様）

●北ノ口 小野ツモリ様 （故夫 光様）
●諏訪

●高山

白根義昭様 （故母 ミヤコ様）

金一封

20，000円

50，000円

●久保

村上玲子様 （故父 直野貞雄様）

（故 匿名様）

100，000円

●風成

平川泰子様 （故夫 常雄様）

30，000円

●佐志生 中野国彦様 （故父 要様）

30，000円

●江無田 野田八千代様（故夫 綱幸様）

50，000円

●大野

大野忠行様 （故母 サカヱ様）

10，000円

●東京都 岩﨑愼治様 （故父 達平様）

金一封

●大浜

東

30，000円

●佐志生 姫野朝治様 （故父 藤義様）

30，000円

●塩入

松尾恭一郎様（故母 トク子様）

●城北

羽田アキ子様（故夫 麒一郎様）

●大野

匿名様

文雄様 （故母 フイ様）

金一封

30，000円

《一般寄付》

●高橋達雄様 7‚000 円
●石仏太郎様（現金封筒・未使用切手 2,085 円分）

お詫びと訂正

令和４年５月１日発行「うすき社協だよりNo105号」で香典返し臼杵事務所に記載の誤りがありました。
●福良（誤）萩本豪人様→（正）荻本豪人様です。ここに訂正し、お詫びいたします。

※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３年度の会費

ご協力ありがとう
ございました。

社協職員募集

①一般会費：12，814口（7，502，350円）
②賛助会費：308口（616，000円）
③特別会費：33口（165，000円）

下南こども園保育教諭募集

合

計

8,283,350円

登録ヘルパー募集

【募集職種】社会福祉士 １名
【募集職種】保育教諭 若干名
【募集職種】訪問介護員 ２名
【給与要件】給料、扶養手当、通勤手当、 【給与要件】給料、扶養手当、通勤手当、 【給与要件】時給1,110円、賞与年2回、
住居手当、賞与年２回
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）
社会保険、有給休暇制度
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）
（詳細についてはお問合せください） 【応募要件】ヘルパー２級以上の資格
【応募要件】社会福祉士の資格
【応募要件】保育士・幼稚園教諭の
【採用予定日】随時
（取得見込み含む）
両方の資格（取得見込み
【応募方法】市販の履歴書
【採用予定日】令和５年４月１日(土)
含む）
【採用面接日】随時
【応募方法】①市販の履歴書
【採用予定日】令和５年４月１日(土)
②社会福祉士登録証のコピー 【応募方法】①市販の履歴書
【採用試験日】令和４年８月21日(日)
②保育士免許と
【試験内容】①作文
幼稚園教諭免許のコピー
②面接
（適正検査有り） 【採用試験日】令和４年８月21日(日)
【申込締切日】令和４年８月１日(月)
【試験内容】①作文
②面接
（適正検査有り）
【申込締切日】令和４年８月１日(月)

「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。

相 談 窓 口

総

相談内容
合

相

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

予約先
社会福祉
協議会

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
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 )
■後見センター：0972-62-4488
■野津事務所：0974-32-7759
■下南こども園：0972-62-3630

随 時

要予約

7月 4日
8月10日

10時〜15時

臼杵市社会福祉協議会

■( 臼杵 ) 介護保険：0972-64-0133
■生活困窮者自立支援：0972-83-5120
■( 野津 ) 介護保険：0974-32-4008
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