
10月19日（水）
13：00～16：00
場所：福祉センター相談室

10月10日（月）
11月10日（木）
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】 電話 ４６ー０６１９

　「聞こえないってどんなこと？」をテーマに開催した、こどもふくしセミナー。
　講師には、東彼手話サークルゆびのわ の皆さんを迎え、町内の小学４年生から中学３
年生までの子どもたち8名が参加しました。
　聴覚に障がいのある方の生活を想像しながら、耳が聞こえないことでどんなことに困る
かについて意見を出し合いながら考えました。聞こえないことは外見では分からないため、
危険もあることが分かった子どもたちは、「怖いこともあると思うけれど、皆で助け合っ
たりできれば少しでも怖いことが減る」と話してくれました。手話講座では、挨拶や自己
紹介など、簡単なコミュニケーションを手話で表現できるようになりました。
　子どもたちからは、「手話をもっと勉強して、困っている人の役に立ちたい」との感想
もあり、障がいのある、なしにかかわらず、相手の立場に立つことや、思いやりを持って
接することの大切さを学ぶことができたセミナーとなりました。
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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７月８月に

来られた８人の赤ちゃんたち。可愛い笑顔に癒されますね。

ひだまりひだまり
「子育て支援事業」「子育て支援事業」赤い羽根共同募金配分事業赤い羽根共同募金配分事業

『出張！井戸端サロン in太ノ浦』を開催しました！『出張！井戸端サロン in太ノ浦』を開催しました！『出張！井戸端サロン in太ノ浦』を開催しました！『出張！井戸端サロン in太ノ浦』を開催しました！
　今年度から本会で取り組んでいる「出張！井戸端サロン」は、各地域にサロン活動を普及するた
めに、サロンがどのようなものかを体験していただくデモンストレーションです。
　その記念すべき第１回目を７月２６日太ノ浦地区で開催しました。
夏休みということもあり、小学生から高齢者までの 13 名が参加。
終了後のアンケートでは、「また参加したい」との前向きな意見が多
く寄せられました。これを機に、太ノ浦地区でも気軽に集まれる場
ができることを期待しています。社協では、次の「出張！井戸端サ
ロン」の開催地を募集中です。ご興味や開催希望等あればお気軽に
社協までお問合せください！

「支えあいたい東そのぎ」だより ～生活支援体制整備事業～「支えあいたい東そのぎ」だより ～生活支援体制整備事業～

熱心に事業説明を聞く参加者 ワラカツで大笑い

社協より生活支援体制整備事業と
サロン活動について説明

包括支援センターより
血圧測定、健康相談も実施

第5回こどもふくしセミナー

「手話」を学びました
第5回こどもふくしセミナー

「手話」を学びました
令和4年度 こどもふくしセミナーは
皆様からお寄せいただいた
「赤い羽根共同募金」の配分で

開催いたしました！



ご 寄 付 お 礼 （令和 4年 7月 8日 ～ 8月 2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。

•山口 康則 様（東宿）より
　故 山口 八郎 様のご逝去にあたり

•安田 和德 様（太ノ原）より
　故 安田 クマ 様のご逝去にあたり

•杉山 守 様（本町）より
　故 杉山 ミツヱ 様のご逝去にあたり

•溝上 和子 様（東宿）より
　故 溝上 好勝 様のご逝去にあたり

（8月31日現在）

※敬称略・
　順不同

　東彼杵町社会福祉協議会は、子どもからお年寄りまでの皆様が

地域で安心して暮らせるよう、地域福祉事業の推進に取り組んで

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ため

の重要な財源として、地域福祉事業の充実のために活用させてい

ただきます。皆様のご協力ありがとうございました。

社協会費のお礼 及び 実績報告

合計1,446,000円　　　　　　　
社協会費へのご協力ありがとうございました

【特別会員】計65口
１口　5,000円
㈱𣏓𠩤建設
興和日東㈱長崎事業所
㈱九州たまがわ
(福)常明園
彼杵鯨肉㈱
長崎県央農業協同組合東そのぎ支店
妙法寺
東彼杵町医師会
山住医院
鈴木病院
岩永医院
松村内科消化器科
実松整形外科
山川医院
三島眼科医院

東彼学園
もみの木荘
東彼商工会東彼杵支所
岩永運送㈱
㈲普賢石油
グループホームほのぼの
介護老人保健施設さざなみ
やまだこども園
㈱十八親和銀行彼杵支店
ハイウェイオートボデー
彼杵の郷 若松屋
㈲田崎自動車整備工場
大安歯科医院

㈱彼杵の荘
絆データーシステム㈱
栄喜屋
㈲池田茶園
㈲岡田商会
寿司割烹 魚徳
㈱ツジデン
㈱ウラノ
そば処 立石
居酒屋 まつうら
㈱森商店
㈱タナチョー長崎支店
㈲太陽タクシー
大垣精工㈱長崎工場
そのぎ薬局
牛田建設
旭運送㈲
釜坂設備
㈲プラザハウス
㈲田尻建設
やまさき歯科医院
㈲タムラクレーン
㈲茶友
㈱郷野建設
㈱中野組
ももた接骨院
㈲大博
ひまわりえん

【個人】
宇都 繁敏 様

【一般会員】計2,116戸
１戸　500円

【賛助会員】計11口
１口　3,000円
イワナガオートサービス
㈱東彼プロパン
㈲一瀬工務店
田﨑モータース
松山自動車
リペアメイク　モリ
屋台屋 いんごち
㈲琴城電機工業
ヘアースタジオKOO
㈲大川ストアー

【個人】
福田 勝洋 様

【団体会員】計10口
１口　3,000円
町民生委員児童委員協議会
町母子寡婦福祉会
大村地区更生保護女性会東彼杵支部
町老人クラブ連合会

◆令和３年度 東彼杵町社会福祉協議会 収支報告◆

初めて各老人クラブの女性部長の会義が行われました！

財　産　目　録
（令和4年3月31日現在） （単位：円）

資産の部
流動資産
　現金預金 53,503,829
　事業未収金 15,021,108
　未収金 6,742,300
　立替金 1,128
　前払費用 42,120

基本財産
　基本財産特定預金 1,000,000
その他の固定資産
　車両運搬具 3,404,201
　器具及び備品 889,746
　車両リサイクル料預託金 121,110
　貸付事業等貸付金 584,000
　退職手当積立基金預け金 31,636,300
　福祉事業積立資産 35,911,748
　介護保険事業積立資産 39,511,605
　福祉資金欠損補填積立資産 95,851

資産合計 188,465,046

負債の部
流動負債
　事業未払金 3,534,527
　その他の未払金 6,742,300
　職員預り金 86,797

固定負債
　退職給付引当金 36,456,600

負債合計 46,820,224

差引純資産 141,644,822

令和３年度資金収支計算書総括表
（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日　　　　　（単位：円）

収入額 支出額

事業活動による収支

収支差額

法人運営事業

地域福祉推進
事業

共同募金分配金
事業

資金貸付事業

介護保険事業

合　計

高齢者等食の
自立支援事業

生活支援体制
整備事業

19,261,981

1,008,900

970,048

7,650,000

1,025,708

5,680,350

88,224,608

123,821,595

23,189,678

1,985,900

970,048

7,299,630

1,091,685

5,680,350

76,954,442

117,171,733

△3,927,697

△977,000

0

350,370

△65,977

0

11,270,166

6,649,862

　７月１９日、町内の各老人クラブの女性部長が集まり、日々の老人クラブの活動について意
見交換を行いました。

　この女性部長会議が行われたのは、
今回初。町老連女性部長の三根美代子
さんが声をかけ、実現しました。
　「まずは顔つなぎから」と、座談会
形式でざっくばらんに語り合いました。
これからどんな風に発展していくかは
未定ですが、女性部会としての特色あ
る活動を楽し
みにしていま
す！

この日会議に出席された各老人クラブの女性部長の皆さんと
町老連会長 三根勝洋 氏（写真右）
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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７月８月に

来られた８人の赤ちゃんたち。可愛い笑顔に癒されますね。

ひだまりひだまり
「子育て支援事業」「子育て支援事業」赤い羽根共同募金配分事業赤い羽根共同募金配分事業

『出張！井戸端サロン in太ノ浦』を開催しました！『出張！井戸端サロン in太ノ浦』を開催しました！『出張！井戸端サロン in太ノ浦』を開催しました！『出張！井戸端サロン in太ノ浦』を開催しました！
　今年度から本会で取り組んでいる「出張！井戸端サロン」は、各地域にサロン活動を普及するた
めに、サロンがどのようなものかを体験していただくデモンストレーションです。
　その記念すべき第１回目を７月２６日太ノ浦地区で開催しました。
夏休みということもあり、小学生から高齢者までの 13 名が参加。
終了後のアンケートでは、「また参加したい」との前向きな意見が多
く寄せられました。これを機に、太ノ浦地区でも気軽に集まれる場
ができることを期待しています。社協では、次の「出張！井戸端サ
ロン」の開催地を募集中です。ご興味や開催希望等あればお気軽に
社協までお問合せください！

「支えあいたい東そのぎ」だより ～生活支援体制整備事業～「支えあいたい東そのぎ」だより ～生活支援体制整備事業～

熱心に事業説明を聞く参加者 ワラカツで大笑い

社協より生活支援体制整備事業と
サロン活動について説明

包括支援センターより
血圧測定、健康相談も実施

第5回こどもふくしセミナー

「手話」を学びました
第5回こどもふくしセミナー

「手話」を学びました
令和4年度 こどもふくしセミナーは
皆様からお寄せいただいた
「赤い羽根共同募金」の配分で

開催いたしました！


