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義援金贈呈式

平成28年６月24日（金）に、平成28年
熊本地震災害義援金の贈呈式が行われ
ました。
この義援金は、本市を訪れた観光客の
方や、地域の方々、豊後高田商工会議所、
新町２丁目商店街の皆さまから義援金を
頂き、代表して、豊後高田商工会議所会
頭野田洋二氏より義援金の贈呈がありま
した。
義 援 金 に つ いては 、永 松 市 長 を 通じ
て、豊後高田市共同募金会に募金され、
大分県共同募金会を通じて、被災地へ送
られます。

デイサービスで、
楽しく過ごしませんか？
選手宣誓です

運動会プログラム

応援合戦
がんばるぞ！

デイサービスセンターふれあい館

６月下旬からデイサービス
の運動会が行われました。紅
白に分かれ、皆さん笑顔で楽し
く競技に参加していました。
割りばし落としゲーム

ねらいを定めて
豊後高田市見目１０４番地

☎⑦54-3110

何本倒れるかな？

選手宣誓です

みんな笑顔で楽しく！

ボール送りゲーム

デイサービスセンター周防苑

豊後高田市臼野４３３５番地３

☎⑦53-4666
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共同募金通信「〜じぶんの町を良くするしくみ〜」
●赤い羽根共同募金って何？
赤い羽根共同募金とは1947年（昭和22年）に「国民たすけあい共同募金」
として始まったもので、市民が主体の取り組みとして、スタートしました。
当初は、戦後復興の一助として、戦争の打撃をうけた福祉施設を中心に資
金支援する活動としての機能を果たしてきました。
そして、今年で70年目を向かえ、様々な地域福祉の課題解決に取り組む、民間団体を支援する仕
組みとして、運動を進めています。

●共同募金の仕組み（募金活動を行うことで）
１.じぶんの町を良くするために使われています。
集まった募金の約70%は、募金をして頂いた地域で使われています。残りの約30％は、みなさ
んの住んでいる市区町村を越えた地域で広域的な課題を解決するための活動に使われています。
そして、様々な福祉団体に活動助成金として配布され、福祉団体の活動を支援しています。
２.大規模災害の支援に使われています。
大規模な災害が起こった際のそなえとして、各都道府県の共同募金会では、募金の一部を「災
害準備金」として積み立てており、大規模災害が起こった際に、災害ボランティア活動支援など、
被災地を応援するために使われています。
※ 今年度も10月１日より
「赤い羽根共同募金」の運動が始まります。みなさまの温かいご支援よろ
しくお願い致します。

ボランティア連絡協議会からのお知らせ
今年も綿生地限定で、Tシャツ、ジーンズ、
トレーナー、ポロシャツ等を集めています。
皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
■受付期間 ８月31日（水）〜９月５日（月）
午前９時〜12時まで
■受付場所

社会福祉協議会 真玉本所

☎⑦25-5100

高田事務所（福祉事務所プラチナ支所内） ☎⑦25-5511
香々地事務所
■お問い合わせ

☎⑦54-3110

社会福祉協議会 真玉本所

☎⑦25-5100

福祉・介護の職場を体験してみませんか？
〜あなたのやさしさが

きっと活かせる〜

福祉・介護の仕事に関心をお持ちの方であればどなたでも結構です。参加費は無料です。
●体験期間
６月１日（水）〜翌年２月28日（火）のうちおおむね３日間（ご本人の希望を尊重）
●体験場所 県内の社会福祉施設
●締切 体験希望日の10日前まで
●申込み・問い合わせ先
大分県福祉人材センターまたは各ハローワーク・市町村の窓口に設置している所定の「申込用紙」に
てＦＡＸで申込みとなります。
○大分県福祉人材センター ＴＥＬ ０９７−５５２−７０００ ＦＡＸ ０９７−５５２−７００２
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地域包括支援センター通信 豊後高田市地域包括支援センター
☎⑦23-4370
「だれもが 安心して住める 街づくり」
を応援します！
みなさまが 住んでいる地域には
どんな良いところがありますか？
楽しみや 生きがいは 何ですか？
もしかすると・・・こうあったらいいなあ
こんなことが出来るといいのになあ
ということも あるかもしれません。
じつは 助けあいや 支えあいが とても重要で
そこに 住んでいる人たちが 地域の力となり
ともに生きていくことが これから先の 未来と
希望につながることが わかってきました。
大分県内でも 地域住民による活動が
あちこちで 実を 結び始めています。
そして 活動の輪は 大分県だけでなく
日本全体に 広がっています。
だれもが 安心して 住むことのできる街づくり
のために できることを
いっしょに 考えていきませんか？

介護支援センター通信

〜事業の紹介〜

地域づくり介護予防・専門職派遣事業
地域の皆さんが主体となって、地域の
みんなが通える、週１回以上運動する教
室作りをお手伝いする事業です。
応募要件は・・・
①65歳以上の方が中心の概ね5〜15人
程度
②週１回程度の運動を継続的に行う
③地域の公民館や集会場等の運動する場
所
①〜③まですべて満たすサロンやグ
ループなどが対象で、専門職の派遣は３
回までです。
事業の説明をしてほしい、助けあいや支
えあいについて知りたい、地域の困りごと
がある、地域づくりに関する勉強会をした
い、などがありましたら、ご連絡ください。
いっしょに考えていきましょう！

豊後高田市介護支援センター
☎⑦53-6111

「介護したいけどどのようにしたらいいのかわからない。」「介護認定を受けたい。」
「介護認定を受けたけど介護サービスを利用するにはどうしたらいいの。」

こんなときは介護支援専門員にご相談ください。
■介護支援専門員（ケアマネージャー）
とは？
要支援者、要介護者本人やその家族からの相談に応じ、適切な介護サービスを受けるために、介
護サービス計画(ケアプラン）を作成する専門職です。ケアプランは、利用者の現状に合わせて、本
人やその家族と相談しながら作成します。市や居宅サービス事業所（ヘルパー事業所やデイ事業所
ほか）、介護保険施設などとの連絡や調整も行います。介護支援専門員は、地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所や介護保険施設にいます。
■相談したときの費用は？
介護やケアプランの相談、作成については全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はあり
ません。介護サービス（ヘルパーやデイなど）を利用したときは実際に利用した費用の１割（一定以
上の所得者は２割）が利用者負担となります。相談内容や個人情報など秘密は厳守いたします。お
気軽にご相談ください。
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サロンの活動紹介
真玉食彩サロン（真玉地区）
「真玉食彩サロン」

そば打ち体験

は毎月１回に真玉公
民館で活動していま
す。調理を中心に地域
の様々な活動に参加
しています。お気軽に
ご参加ください。

会食の様子

妙寿寺サロン（高田地区）
「妙寿寺サロン」は毎
週月曜日午後３時から
妙寿寺を拠点に健康体
操など様々な活動をし
て います。お 気 軽 に ご
参加ください。
健康体操

認知症サポーター養成講座

お知らせ

「サロン」とは、地域の皆さんが集まり易い地域の老人憩いの家や公民館などに集まり、おしゃべりをし
たり、体を動かすなどの「ふれあい」を行うことによって、介護予防・閉じこもり防止・孤立化防止などを目
的としているものです。

今年度から、新規でサロンを立ち上げたい地域については、市役所社会福祉課が担当し推進
することになりました。新規サロン立ち上げについてのご相談は、市役所社会福祉課までご連絡
下さい。
市役所社会福祉課（生きがい福祉係）
☎⑦２５−６１７８
豊後高田市社会福祉協議会（地域福祉係） ☎⑦２５−５１００

和光保育園 エコキャップ運動
７月１日（金）和光保育園「みんなで

あそぼう

かい」の中で、園児や保護者、地域の方たちから
集められたペットボトルキャップ（エコキャップ）
19袋158kgの贈呈式がありました。
このエコキャップは、南西アジアやアフリカ諸
国等の子どもたちのためのポリオワクチン接種
に役立てます。ご協力ありがとうございました。
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デイサービスセンター周防苑
訪問入浴センター周防苑（真玉事業所）
デイサービスセンターふれあい館
（香々地事業所）
お盆休みは、上記の事業所を休業させていただ
きます。この間、利用者の皆様には、大変ご迷惑を
おかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう
よろしくお願い申し上げます。

義和
国広
様
様
水崎下
大村下

●CATVに加入されている方は⑦をつけてお電話ください

水江
井口

●高田事務所（豊後高田市福祉事務所プラチナ支所内）
〒879−0606 豊後高田市玉津419番地1
【事務所】へのお問合せは、
TEL ⑦25−5511 FAX 25−5511

20

西新町１

●香々地事務所・事業所
〒872−1207 豊後高田市見目104番地
【デイサービスセンターふれあい館】
【高齢者生活支援ハウス】へのお問合せは、
TEL ⑦54−3110 FAX 54−3192

浜中
猫石
芝場・黒松・米山
福岡市
浜町

●本所・事業所
〒872−1107 豊後高田市臼野4335番地3
【本所】へのお問合せは、
TEL ⑦25−5100 FAX 53−5755
【豊後高田市地域包括支援センター】へのお問合わせは、
TEL ⑦23−4370 FAX 53−6130
【豊後高田市介護支援センター】へのお問合せは、
TEL ⑦53−6111 FAX 53−6113
【豊後高田市ヘルパーステーション】へのお問合せは、
TEL ⑦53−6114 FAX 53−6113
【デイサービスセンター周防苑】
【訪問入浴センター周防苑】へのお問合せは、
TEL ⑦53−4666 FAX 53−4710

10

日受付分まで︶

No.69

●編集・発行／豊後高田市社会福祉協議会
URL http://www.buntaka-syakyo.jp/

７

月

様
様
様
様
様

８月号

鼎

香々地公民館 和室

◇一般寄附
じゃがいも ㎏
中島 健一 様 呉崎桂２

８月26日・９月28日

７

稲荷醤油㈱ 大塚 純正 様

第４水曜日

月受付分︵
◇香典返し
前田 勝治
江頭 悦子
近藤 昭徳
能丸 利徳
重光 ヱミ

●香々地地区

福祉事務所プラチナ支所内

様

第３火曜日

８月16日・９月20日

俊孝

西新町１

●高田地区

真玉庁舎 機能訓練室

１
‐

８月10日・９月14日
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三明

第２水曜日

楢林
兵庫県
北九州市
香々地３
浜中
田染中村
鼎
行橋市
三浦７
香々地

●真玉地区

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

皆さんの生活上の悩みごと、生計・家庭・財産・健康等の
問題などの相談を受け付けています。相談は、無料ですので
お気軽にご相談ください。相談所には、
２名の民生委員がい
ます。相談内容等の秘密やプライバシーは、厳守されます。
※相談所の時間帯は、午前９時〜正午までです。

６

◇一般寄附
稲荷醤油㈱ 大塚 純正 様

心配ごと
心配ごと相 談
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月受付分
◇香典返し
吉田 善吾
渡邊 安弘
末田 耕蔵
後藤みつ子
安田 昭男
豊田 順一
古澤
清
諸田 義貢
榎本 正次
安永 弘行

※上記事業所以外は、通常営業しています。

５

香典返し・一般寄付のお礼

15日
（月）
の3日間

温かい善意をありがとうございます︒

（土）
〜
期間 8月13日

月受付分︵ 月 日受付分から︶
◇香典返し
益田千恵子 様 中町
北村 俊造 様 猫石
渡邊 清子 様 田染上野
松尾 基由 様 大力
都留勇一郎 様 近広
梁田 孝徳 様 小田原
近藤 展生 様 雷
財前
徹 様 小田原
松成 富義 様 金屋中
２
岡田 省三 様 香々地８ ‐
平山 順一 様 東京都

お盆休みのお知らせ

５

農作物の贈呈
６月８日（水）呉崎地区在住の中島健一さんより、
約20㎏のじゃがいもを頂きました。このじゃがいも
は、中島さんが退職してから育てられ、今回、初めて
収穫されたそうです。
デイサービスセン
タ ー 周 防 苑 、デ イ
サービスセンターふ
れ あ い館 で、利 用 者
さんの食事に使用さ
せて頂きました。
ありがとうござい
ました。
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