
次回の相談日は、

4月20日（水）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

＊事前の予約が必要です。
＊相談時間は一人30分です。
＊定員（6名）になり次第、締め切らせて
　いただきます。

※心配ごと相談は、都合によって相談員が変更する
　ことがございます。あらかじめご了承ください。

【予約・問合せ】
社会福祉協議会　TEL４６ｰ０６１９

開 催 日 相談員

田中 博子
毛利 政俊

福田 勝洋
山本 千道子

4 9月 日  （土）

5 10月 日  （火）
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編集
発行

無料弁護士相談
13：00～16：00
福祉センター相談室

心配ごと相談
13：30～16：00
福祉センター相談室

社協だより「ひだまり」は、社協会費、寄付、赤い羽根共同募金の配分金等を活用し発行しています。

　社会福祉協議会では、共同
募金配分事業として町の乳児
相談にこられた生後３～４カ
月の赤ちゃんに、おしりふき
とオムツ処理袋をプレゼント
しています。
　写真は、１、２月に来られ
た５名の赤ちゃんたち。ニコ
ニコと笑うとても可愛らしい
表情にとても癒されまし
た。いっぱい食べて
いっぱい遊んで
すくすく
と大きく
育ってね。

◀受賞された瀧本さん

瀧本富子さん（橋ノ詰）は、食事サービスボランティア「むつ
み会」と「東彼杵音訳サークル」の代表をはじめ、ボランティア
グループ「三つ葉の会」の会員としての活動や、地域に出向い
て行う干支づくりの講師活動など、様々なボランティア活動に精
力的に励まれていらっしゃい
ます。
昨年１１月には、生前ご主人

が勤められていたＮＴＴのＯ
Ｂ・ＯＧ会（九州電電同友会）から、長崎の代表としてボラ
ンティア活動賞を受賞され、町外でもその功績を称えられて
います。
「人は、一人では生きられないもの、誰かの為ではなく、
自分の為に健康に注意しながら、これからもボランティア
活動を続けていきます」
瀧本さんから発せられる言葉には、控えめでありながら

誠実で前向きなパワーを感じることができます。そして、
そんな瀧本さんの周りには同じように輝く方々が集まり、ボ
ランティアの力で東彼杵町を大きく支えて下さっています。
今後も健康第一で、末永いご活躍をお祈り申し上げます。

▲授賞式の様子
（オリエンタルホテル福岡にて）

ボランティア活動を始めるときには、『ボランティア活動保険』に加入しましょう。
ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償します。

【年間保険料】基本タイプ３５０円　申込みや詳細については、社協までお問い合わせください。

～ボランティア活動保険のご案内～

ひだまりひだまり



今年度より東彼杵町社会福祉協議会が、町から生活支援体制整備事業の委託を受け
「支えあいのあるまちづくり」を目指して事業を行っています。
今年度は、地域の皆様の力を借りながら『集いの場』と『移動支援』の2つのモデル事業
をスタートさせた年でもありました。

毎週火曜日10時から　蔵本構造改善センターで楽しく元気に開催されています！

ご 寄 付 お 礼 （令和4年1月27日 ～2月25日  受付分）

社会福祉事業資金として、善意の寄付や香典返しの一部をご寄
付いただきました。皆様のご厚意に心から感謝申し上げます。

•渡邉 昇 様（太ノ浦）より
　故 渡邉 イエ 様のご逝去にあたり

•樋口 利秋 様（樋口）より
　故 樋口 照子 様のご逝去にあたり

•楠本 マサヨ 様（菅無田）より
　故 楠本 正治 様のご逝去にあたり

•田﨑 キヌヨ 様（太ノ原）より
　故 田﨑 作一 様のご逝去にあたり

•保利 美重子 様（瀬戸）より
　故 保利 宇三郎 様のご逝去にあたり

•國武 やよひ 様（駄地）より
　故 大園 スナミ 様のご逝去にあたり

•柚木 文代 様（橋ノ詰）より
　故 柚木 満男 様のご逝去にあたり

　歳末たすけあい募金として、社会福祉協議会の窓口で300円以
上募金をしていただいた方に、共同募金会と「呪術廻戦0」がコラ
ボレーションしたクリアファイルを進呈させて頂きました。
　皆様からお寄せいただいた歳末たすけあい募金は、年末年始を
お一人暮らしで過ごされるご高齢者へお配りする「おせち弁当配布
事業」の財源として活用させて頂きました。
　また、妙法寺寒行団様よりご寄付をいただき
ました。皆様のご協力をありがとうございま
した。

※クリアファイルは残りわずかとなっております
　のでご希望の方は社協窓口へお問い合わせく
　ださい。

　当会では、生活に困窮された方を対象に、ご寄附いただいたお米やインスタント食品などの
備蓄食をお渡ししております。近年の新型コロナの影響で、お渡しする機会が増え在庫が無く
なってしまいました。そこでこの度、amazon「みんなで応援」プログラムを利用し全国の多くの
方々にご寄附のお願いをすることになりました。
　amazon「みんなで応援」プログラムを通じて、当会の希望する備蓄食をご寄附いただける場
合は、下記URLからお手続きが可能です。また、直接社協にご寄附を希望される場合は、生もの
や日持ちのしないもの、常温で保存ができないものなどは、お受け取りが出来ないこともあり
ますので、社協まで事前にご連絡ください。
　ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【当会へのご寄附ページURL】https://amzn.asia/eA7EQ5g

昨年10月にスタートした「くらもと集いの広場 『桜』」も開所か
ら５ヵ月がたちました。
毎週行われるレクリエーションや手芸などの活動に加え、季節ご
との行事も参加者の皆さんはとても楽しみにされています。
12月に行われたクリスマス会では、ビンゴ大会や、オカリナコン
サートなどが賑やかに行われました。途中、サプライズでサンタク
ロースが登場し、会場は大いに盛り上がりました。（写真下）

昨年12月には、
『移動支援』として、
川内・飯盛地区で「買

物支援サービスあたご」がスタートしました。
地域の高齢者が抱えている買物ニーズを解
決するために、地域住民が運転ドライバーや
付き添いボランティアとなって毎月１回、実施
されています。
気温もだんだんと温かくなり、季節はもう
春です。コロナ禍で制限される活動が増え、隣
近所の方と顔を合わせる機会もだいぶん減り
ました。
こんな時期だからこそ、「支えあい」や「まちづくり」について
改めて私たちと一緒に考えていきませんか。
新年度も引き続き2つのモデル事業での取り組みを支援し
ながら、また新たな地区で、新たな取り組みができることを楽
しみにしています。
今後とも地域の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

集いの場集いの場

移動支援移動支援

『歳末たすけあい募金』へのご協力ありがとうございました！

amazon「みんなで応援」プログラムの利用を始めました！！

実施の際は、感染対策をしっかり行っています！

早速、匿名の方から
ご飯が届きました！

●amazon「みんなで応援」プログラムとは？
全国各地で物資の支援を必要としている団体・施設・個人を、
amazon.co.jpを通じてサポートできるプログラムです。それぞれ
の支援先が作成した「ほしい物リスト」から商品をご購入いただく
ことで、簡単に物資の支援が行えます。
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