
8月17日（水）
13：00～16：00
場所：福祉センター相談室

8月10日（水）
9月10日（土）
13：30～16：00
場所：福祉センター相談室
※電話相談も受け付けています

＊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、日常のちょっとした悩みごとや困りごと
を気軽に相談できる場です。予約不要ですので、お気軽に
お越しください。

【予約・問合せ】
社会福祉協議会　TEL４６ｰ０６１９

令和 4 年度より、心配ごと相談員として新しく毛利政俊さん
（東宿）が就任されました。よろしくお願いいたします。

　令和４年度に入り、これまでふれあいいきいきサロンや各関係団体等に事業説明や経過
報告を積極的に行っています。より多くの方々にこの事業をご理解いただくためにも、引
き続きサロンや地区の集まり等に伺いたいと思います。
　また６月からは新たな支えあいの活動として、「三つ葉の会」による有償ボランティアが
開始されましたので簡単にご紹介致します。ご高齢の方や障害をお持ちの方で日常生活の
中でお困りごとがある方を対象に、１コイン (１００円 ) でゴミ出しやお話相手等、会員さ
んの出来る範囲内でお手伝いをされています。ご利用を希望される場合やご質問等あれば、
社会福祉協議会 (末竹 )までご連絡をいただきますよう宜しくお願い致します。

東彼杵町社協だより 第120号令和4年7月15日発行

東彼杵町社会福祉協議会 〒859-3807　長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷706番地4
電話：0957-46-0619　FAX：0957-46-1594　Eメール：sonogi2@fukushi-net.or.jp
ホームページ　http://www.higashisonogi-shakyou.jp
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無料弁護士相談 心配ごと相談

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。

　町の乳児相談に来られた生後３～４か月の赤ちゃん

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６月に来られた赤ちゃんたち。かわいい笑顔

にとっても癒されますね。

ひだまりひだまり

「ねんりんピック」で日頃の腕前を発揮！ 東彼杵町老人クラブ連合会「ねんりんピック」で日頃の腕前を発揮！ 東彼杵町老人クラブ連合会
　高齢者の健康保持・増進と生きがいの高揚を図り、明るい長寿社会づくりを推進することを目的と
して大村市で開催された「第19回 長崎県ねんりんピック」。
　東彼杵町老人クラブからはゲートボールとグラウンドゴルフの競技に出場され、日頃積み重ねてき
た努力の成果を発揮されました。惜しい結果となりましたが、想い出に残る大会となられたことと思い
ます。出場された皆様、大変お疲れさまでした！

グラウンドゴルフ競技は駄地長寿会の
皆さんが出場されました。

ゲートボール競技に出場した中尾長寿会と
菅法寿会の混合チームの皆さん。

三つ葉の会によるフラワーボランティアの様子
とその時の集合写真 ワンコインボランティアのチラシ



　毎年７月は、町民の皆様へ「社協会費」へのご協力をお願いしています。
皆様からいただきました会費は、地域福祉を推進する重要な財源として、様々な
事業の充実のために活用されます。皆様のご理解とご協力を宜しくお願いします。
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　地域へ笑いと健康を届ける社協の
「笑活（ワラカツ）」事業。
　今年度の第1発目は、下蔵本サロンと西宿サ
ロンへおじゃましてきました！西宿サロンは
今回初めてのワラカツとなりましたが、とても
楽しんでいただきました！
　ワラカツでは、密を避けるなど、コロナウイ
ルス感染対策をしっかりと行いながら取り組
んでいます。

　今後も、皆様からのご相談に
応じて地域へ出向きますので、
お気軽にご連絡ください。費用
はもちろん無料です。お申し込
みは社会福祉協議会まで！

『右手を前に出してグー、左手は胸にあててパー』
これをリズムよく入れ替えます。
さあ皆さんはできますか？

『右手を前に出してグー、左手は胸にあててパー』
これをリズムよく入れ替えます。
さあ皆さんはできますか？
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ご 寄 付 お 礼 （令和 4年 5月 6日 ～ 6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。

•二口 良行 様（飯盛）より
　故 二口 関造 様のご逝去にあたり
•川添 洋一郎 様（本町）より
　故 川添 勝代 様のご逝去にあたり
•泉 浩子 様（八反田）より
　故 泉 邦一郎 様のご逝去にあたり
•紙谷 修 様（本町）より
　故 紙谷 奈美子 様のご逝去にあたり

•東坂 良久 様（本町）より
　故 東坂 スミ子 様のご逝去にあたり
•浦 和子 様（浦）より
　故 浦 増次 様のご逝去にあたり
•彼杵婦人会より雑巾をご寄付いただきました

皆さまからいただいた「社協会費」は、
おもに下記の事業に使われています。

★小中学校（ふくし協力校）、福祉教育事業
★広報誌「ひだまり」の発行
★無料弁護士相談事業
★心配ごと相談事業
★ふれあいいきいきサロンへの助成
★ボランティア団体への助成　            　

　町民の皆さまに広く知っていただくために、社
協は皆さまの身近なところで活動し、身近な地域
へ還元できればと考えています。
　まずは、福祉や生活に関する困りごとがあれば
社会福祉協議会へお尋ねください。
　地域に出向くレク講座（笑活）も大好評です。

「ボランティアチャレンジ2022」のお知らせ
    ～いっしょにしよう!SDGｓボランティア～  2022 7/1 → 2023 1/31

日本赤十字社活動資金への
ご協力ありがとうございました

金額１,０85,５００円
（2,171戸）

　5月を「赤十字運動月間」として、皆様
にご協力をいただきました。
　皆様から、お寄せいただいた活動資金
は、ボランティア活動や福祉活動の推進
など有効に活用させていただきます。皆
様のご協力ありがとうございました。

24時間テレビ
チャリティー募金を受付中！

　現在24時間テレビチャリティー募金
を下記の店舗で受け付けています。皆
様のご協力をよろしくお願いします。
【募金箱設置店】
●大川ストアー　
●岡田商店
●株式会社 森商店　
●道の駅 彼杵の荘
●東彼杵町社会福祉協議会

●体験内容
①子ども食堂での活動
②フードバンク等ＳＤＧｓの活動
③ビーチクリーン活動
④施設での利用者とのふれあい等
　　　（労力のみの活動は除く）

●参加対象
ＳＤＧｓボランティア活動に参加したい人
（受入施設によっては小学生の参加には
保護者同伴とさせていただく場合もあります）

●体験場所
県内の社会福祉施設、ＮＰＯ法人
ボランティア団体、その他

●申込方法
WEBまたは、お住まいの市町の社会福祉協
議会で申込みください

●詳しくは長崎県社会福祉協議会のホーム
ページ〈ボランティアのひろば〉をご覧ください。
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/
volunteer/

（ボランティアチャレンジ事務局）
  長崎県社会福祉協議会 地域福祉推進課
  〒852-8555　長崎市茂里町3-24
  電話：095-846-8618

ふくしのまちづくりをすすめるために
　 社協会費へのご協力をお願いします
ふくしのまちづくりをすすめるために
　 社協会費へのご協力をお願いします

一般会費　 500円
特別会費　5,000円
賛助会費　3,000円
団体会費　3,000円
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