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区福祉推進会が中心になり、コロナ禍の中で、念願のサロン会開催の想いがカタチになりました。

工夫点や特色

今後のテーマ 

①	『地域の人が誰でも気軽に参加できるよう参加費負担制』
②	『お互いさまの送迎支援』			

参加者によるハーモニカ演奏、
「ふるさと」や「赤とんぼ」を
思い思いに歌い、
即興で「長谷音頭」の披露も♪

窓から見える田畑や
川のせせらぎ、風を感じ、
笑顔満開の時間に。

皆で体操も行い、
情報交換まで
盛り沢山！！

＊ 三納３区（麓・平城・長谷地区）では、区長・民生委員児童委員・福祉協力委員等が＊ 三納３区（麓・平城・長谷地区）では、区長・民生委員児童委員・福祉協力委員等が
　一丸となって、令和４年４月２７日㈬に第１回のサロン会を開催！！　一丸となって、令和４年４月２７日㈬に第１回のサロン会を開催！！

次回は参加者による
手品披露を予定。
長谷音頭は歌だけではなく、
踊りの練習も始まるかも・・。

閉会後は、役員会にて
率直に意見を出し合い！！

①	「集落のつき合いが少なくなっている方も参加しやすい環境づくり」
②	「安心・安全に参加できるための方法の模索」
	 	 (コミュニティバスの利用やタクシーの相乗りなど・・)

『三納３区かんのん ふれあいサロン発足』！！『三納３区かんのん ふれあいサロン発足』！！
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　この事業は、地域の中で介護保険の要介護認定において、非該当または非該当の可能性が高く、他
者との交流や買い物支援が必要な高齢者等が、自立した日常生活を営むことができるよう支援する
ことを目的に、地域住民及び関係機関の協力を得て、介護予防のための機能訓練や生活支援等を実
施する住民主体型の活動・交流の場です。

年齢や資格・経験は問いません。

外出や交流が少ない高齢者へのお茶の準備や
健康チェック（検温・血圧測定）、レクリェーショ
ンや外出など活動の見守り・サポート、また会
議・研修会(年1～2回程度)などへの参加

※ご希望の地区で、無理せず、楽しみながら、ボランティアしてみませんか？
※興味・関心のある方はお気軽にお問い合わせください。
　また、ご希望の方は是非お申し込みください。

【協力者】

【開催日】

【内　容】

問い合わせ先 総務課 地域福祉係 ☎ 43-3160

地区名 実施日 実施場所

　妻 第1・3月曜日（9:00～12:30予定） 西都市老人福祉センター等

穂　北 第 3 火 曜日 （9:00～12:30予定） 穂北地区館等

三　納 第1・3木曜日（9:00～12:30予定） 三納地区館等

都於郡 第2・4火曜日（9:00～12:30予定） 都於郡地区館等

三　財 第2・4金曜日（9:00～12:30予定） 西都市老人福祉センター等

東米良 第 4 木 曜日 （9:00～12:30予定） 地域の遊び場 「きまぐれ」等

大募集！！大募集！！
みんなのデイサービス事業(一般介護予防事業)みんなのデイサービス事業(一般介護予防事業)

協力者(ボランティア)　　　　協力者(ボランティア)　　　　
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オレンジカフェ（認知症カフェ）に来てみらん？オレンジカフェ（認知症カフェ）に来てみらん？

『オレンジカフェ』は、認知症の人とその家族、地域の人や専門職など・・・、

誰でも誰でもが「が「認知症」というキーワード認知症」というキーワードのもとに集まれるのもとに集まれる「集いの場」「集いの場」です。です。
もの忘れで悩んでいる方、認知症と診断されて不安を感じている方やご家族、認知症に関心のある方な
ど、たくさんの方々の参加をお待ちしております。

【開 催 日】【開 催 日】	 毎月第４木曜日　１３：３０～１５：００
【開催場所】【開催場所】	 生きがい交流広場（妻町１丁目７３番地）ほか
【内　　容】【内　　容】	 交流会・日帰り外出・終活勉強会・笑いヨガ・リース作り　など
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加時の体温測定、マスク着用をお願いします。

　このほか男性介護者を対象とした『男性介護者カフェ』もあります。同じ体験・悩みをもつ方々
との交流を通して、リフレッシュしてみませんか？

♡令和３年６月：介護保険の勉強会 ♡令和３年12月：クリスマスリース作り

●オレンジカフェ
●オレンジカフェ

問い合わせ先

西都市ボランティア連絡協議会

ボランティア団体紹介ボランティア団体紹介 ★Part 6★一緒に活動
しませんか?

　西都市にはボランティア同士の連携・情報交換の任意団体として、「西
都市ボランティア連絡協議会（通称：ボ連協）」があります。毎月1回（第2
月曜日の午前中）１～2時間程度の定例会を設けており、活動の悩みの共
有や様々な情報交換を行うことで、より充実したボランティア活動を推進
しています。
　また、会員を対象とした研修会(毎年)や他機関との協働イベント（数年
に1回）を実施したり、記紀の道区画内の花壇（あいそめガーデン）を維持
管理したりして、ボランティア活動のやりがいや重要性を発信しています。
個人でも団体でも加入できますので、いっしょに楽しく活動しませんか？

問い合わせ先 ☎ 43-3160西都市ボランティアセンター

☎ 41-0511西都市南地区地域包括支援センター
☎ 32-9595西都市北地区地域包括支援センター

会　　費
会員1人当たり年間300円

入会特典
会員のボランティア活動保
険の加入料（基本プラン
350円）をボ連協が負担

〜ホッと・ハート in さいと〜〜ホッと・ハート in さいと〜
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西都市成年後見支援センターを開設しました。

　高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、成年後見
制度についての相談や利用のお手伝いをします。

　認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、財産を管理したり、福祉サービスを利用するため
の契約をする必要があっても、自分で行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約で
あることが分からないまま契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このよう
な一人で決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

☆物忘れがあり、お金の管理がうまくできない
☆自分の将来、障がいのある子の将来が心配
☆医療や福祉サービスの利用の仕方が分からない
☆親が悪質商法や特殊詐欺に騙されないか心配　など

成年後見制度とは？成年後見制度とは？

このようなことで困っていませんか？このようなことで困っていませんか？

問い合わせ先 生活支援課　相談サポート係 ☎ 43-4613

制度について分からないことがあればお気軽にご相談ください

西都市フードバンク事業　食料品の寄附をいただきました。
　3月18日（金）西都市立妻南小学校6年2組
の児童の皆様から、西都市フードバンク事業へ
缶詰やレトルト食品などの食料品を寄附して頂
きました。
　SDGｓについて学ぶなかで、食品ロスや生
活困窮改善をテーマに掲げて、自分たちが出来
る取り組みを考え、食料品の寄附を呼びかけ、
集まった食料品を寄附してくれたとのことでし
た。小学生の発想力・行動力には感動しました。
児童の皆様ありがとうございました。

　これまでにも複数回食料品の寄附をいただいて
いる市民の方に、災害用パンを寄附して頂きまし
た。栄養価も高く、開封後手軽に食べることができ
て、なおかつ保存期間も長いとのことで、大事に活
用させていただきます。ありがとうございました。

問い合わせ先

☎43-4613
生活支援課　相談サポート係
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令和4年度は、社会福祉協議会の機能や役割を効果的かつ効率的に発揮できるよう、市民をはじめ、
各関係機関・団体の参画・協力のもと、地域福祉の更なる充実等に努めます！

合計 204,781,000円 合計 204,781,000円

寄附金収入
2,801,000

会費収入
3,311,000

経常経費補助金収入
55,358,000

経常経費補助金収入
55,358,000

支出収入

地域福祉推進事業費
25,509,000

地域福祉推進事業費
25,509,000

地域包括支援センター
事業費
39,315,000

地域包括支援センター
事業費
39,315,000

介護保険等事業費
41,102,000

介護保険等事業費
41,102,000

障害者総合支援等事業費
22,410,000

障害者総合支援等事業費
22,410,000

共同募金
助成金事業費
2,938,000

資金貸付等事業費 1,358,000

総合福祉センター等
管理経営事業費
14,391,000

法人運営事業費
57,758,000
法人運営事業費
57,758,000

受託金収入
59,077,000
受託金収入
59,077,000

貸付等事業収入 406,000

介護保険事業収入
48,108,000

介護保険事業収入
48,108,000

その他の収入
51,000

事業収入
4,369,000

障がい福祉
サービス等
事業収入
20,713,000

受取利息配当金収入
50,000

積立資産取崩収入
10,537,000

※拠点区分、サービス区分の繰入支出を除く。

令和4年度  資金収支予算

令和4年度  事業計画

◆総務係
　社協の経営健全化に向けて事務事業の見直
しを行うとともに、財源の確保を図ります。
　3年ごとの西都市社会福祉大会を開催し、市
民の福祉意識の醸成に努めます。

◆地域福祉係
　地域福祉のまちづくりを市民の方々と共に
推進していきます。今年度は、地域福祉活動(ふ
れあい・いきいきサロン、みんなのデイサービ
ス等)の充実、行政や住民組織等との横のつな
がりづくり、移動支援など地域課題解決へ向け
た検討等、福祉意識の向上に取り組みます。

　地域の身近な相談窓口として、生活に関する困り
ごとや生活困窮に関する相談（西都市フードバンク
事業等）、判断能力が十分でない方への支援につい
て相談を受け付けています。今年度は、西都市から
西都市成年後見支援センター事業を受託し、成年
後見制度を広く知ってもらい、市民の皆さまがより
身近に利用していただけるよう取り組みます。

◆居宅介護支援事業　☎３２-０１４０
　地域共生社会に対応できるようセルフケア
と様々な制度を活用したケアプランの作成に
取り組みます。

◆訪問介護係　☎３２-００７６
　ヘルパーの質の向上に努め、利用者の実態
に応じた質の高いサービスの提供に取り組み
ます。

◆障がい者生活サポートセンターなごみ
　☎３２-０１８０
　障がいのある方の相談対応、計画作成、権利
擁護に取り組みます。

◆通所介護係　☎４２-４７９５
　生きがいと喜びのある生活が送れるよう、
自立支援・重度化防止・脳の活性化・運動機能
向上に取り組みます。

総務課  ☎43-3160

　65歳以上の方の相談窓口として、介護サービス
利用や生活上の困りごと、介護予防や認知症に関
することなど、総合的に継続して取り組みます。

西都市南地区地域包括支援センター
☎41-0511

生活支援課 相談サポート係
☎43-4613

在宅福祉課
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香典返し寄附

令和4年3月1日から令和4年5月31日までに、次の皆さまから社会福祉事業にとご寄附をいただきました。
ここに厚くお礼申し上げます。尚、この欄は、寄附者の掲載意思を尊重（確認）した上で掲載させていただいております。

★香典返し・一般寄附のお礼

※敬称は略させていただきます。

香典返し・一般寄附は「特定寄附金」に該当し、所得控除や税額控除などの税制優遇措置を
受けることができます。お気軽にお問い合わせください。

寄附者名 故  人 集落名 寄附金額
溝上ヤスエ 夫・宗治 田中 金一封
中濱　忠義 義姉・長迫昌子 岩爪 金一封
児玉　嘉久 母・利子 調殿 金一封
兼松　正人 母・妙子 下志戸 金一封
黒木たみ子 母・キヨ子 下加勢下 金一封
寺原　一夫 母・ユリ子 今井 金一封
隈江　弘子 母・エイ子 矢生町 金一封
黒木　妙子 夫・眞次 竹尾 金一封
河野アイ子 夫・通德 岡富 金一封
上田　林子 夫・睦典 三宅 金一封
阿萬　　都 母・松浦ミヨ子 瀬口 金一封
井上　哲雄 妻・良子 石貫 金一封
圖師富美子 夫・和憲 堂山 金一封
緒方　達典 妻・恵子 上山路西 金一封
岩本真由美 父・黒田明照 右松 金一封
内田　幸男 子・浩二 久米田 30,000
図師ムツ子 夫・満 小豆野 金一封
神川　清次 父・誠 荒武 金一封

この「社協だより」は赤い羽根共同募金の
助成を受けて発行しています。

社協だよりの感想や社協に対するご意見・ご要望等なんでもお聞かせください。今後の事業推進の貴重な資料とさせていただきます。

お電話・FAXやE-mailで地域の皆さまの声をお聞かせください！

一般寄附
■戸大建設工業（株）
 地域福祉活動のためにと今年もご寄附いただきました。

寄附者名 故  人 集落名 寄附金額
平井　洋子 母・篠永信子 東旭 金一封
福重　浩一 子・裕仁 下尾筋 金一封
酒井　久子 夫・矩夫 右松 金一封
後藤　三美 子・三男 中山 金一封
杉田　豊子 夫・年秀 岩爪 金一封
清野　清次 母・信子 寺原 金一封
長友　敏雄 妻・安子 亀塚 金一封
堤　　益子 夫・重盛 久米田 金一封
赤峰登志子 夫・志郎 荒武 金一封
横田　　洋 夫・信義 囲 金一封
宮路ゆき子 母・坂口ミヤコ 調殿 金一封
原田　良子 子・ひろみ 右松町 金一封
中武　善言 妻・タミ子 三宅 金一封

問い合わせ先

西都市社会福祉協議会
☎ 43-3160

令和4年度 西都市社会福祉協議会令和4年度 西都市社会福祉協議会
　「福祉のまちづくり」の実現を目指して住み慣れた地域で豊かに暮らすこということは、私たちの願いとする
ところです。この西都市に住んでよかったと感じられる「福祉のまちづくり」を地域住民の皆様とともに実現でき
たらと思います。その財源として市民の皆さまに社協会費をお願いしております。

　本年も様々な福祉サービスをより一層推進してまいりますので、社協会費のご理解とご協力を賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。

　区長・公民館長・民生委員児童
委員・福祉協力委員等が協力しな
がら、高齢者の見守り活動やサロ
ン活動などの財源の一部に活用
されています。

　本会では、各福祉推進会活動
やサロン活動、その他福祉関係
団体の研修等に役立てて頂く
ために、中型バスを配備してお
ります。

皆さまのご協力に厚く御礼申し上げます。

みんなで支え合う地域福祉のまち・西都

ご協力いただいた会費は、下記の事業など、地域の福祉
活動を支える大切な財源となっています。

（小地域ネットワーク活動等の一部）

中型バス等使った団体支援地域の福祉活動推進のために

会費のお願い会費のお願い

令和3年度 会費実績額

2,990,600円


