
12月21日（水）
13：00～16：00
場所：福祉センター相談室

12月10日（土）
R51月10日（火） 
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

　１０月１日から12月31日まで期間、全国一斉に行われる「赤い羽根共同募金運動」。

　皆様からお寄せいただきました募金の一部は、町内の様々な福祉活動に還元され、東彼杵

町の福祉を支えるために使われます。今年も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

　町社会福祉協議会では、「子育

て支援事業」として令和元年度

より町の乳児相談に来られた生

後３～４か月の赤ちゃんに、健

やかな成長を願っておしりふき

とオムツ処理袋をお渡ししてい

ます。

　この事業は、皆様からいただ

いた赤い羽根共同募金の配分金

を財源として行っています。

　皆様からいただいた募金が形

を変えて、これからの未来を生

きるこどもたちへの支援につな

がっていきます。今後ともご協

力をよろしくお願いいたします。

　写真は、9月、10月の乳児相

談に来られた赤ちゃん 4 名。指

をくわえたり、愛らしく微笑む

姿に心が和みますね。

東彼杵町社協だより 第122号令和4年11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。

ひだまりひだまり
　早いもので令和４年度ももう前半が過ぎ、残すところ半年を切ってしまいました。
　これまでこの事業に協力をして下さる「支えあいたい東そのぎ」の皆様と月に１度集まり、東
彼杵町に必要なものはなにか等を話し合いながら、事業の普及啓発活動やアンケート調査等を
行ってまいりました。そしてこれまでの活動が実を結び、この度下蔵本地区で新たな集いの場が
スタートすることになりました！
　下蔵本地区の方であれば誰でも自由に参加できる地域交流の場として、これから月に１回、場
所は下蔵本公民館（浜宮様）で開催を予定しています。そして、記念すべき１回目の開催は、
１１月１７日（木）１０時から行われます。
　みんなで集まって、みんなで楽しくおしゃべりをして、みんなで心と体の健康を支えあってい
くために、下蔵本地区の方であればどなたでも参加出来ます。（無料）是非お気軽にお立ち寄り
くださいね。飲みものは各自ご持参いただきますよう宜しくお願い致します。

今後もより多くの地区で、集いの場や移動支援など新たな支えあいの活動が生まれるよう
に他地区、団体、施設や企業にも出向いて事業説明を行います。是非社協までお声掛けく
ださい。また、地域のお声を把握するためにも、各地区でのアンケート調査や座談会など
も行っていきたいと思いますので、その際は皆様のご協力を何卒宜しくお願い致します。

（生活支援コーディネーター：末竹）

「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～「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～
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写真は下蔵本公民館にて自治会・老人会・サロン等の役員の方に
お集まりいただき事業説明を行っている風景

赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました
赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました



ステンレス製・ 本体サイズ Ｗ 23 ㎜ × Ｈ 2 3 ㎜

　６月から 8 月までの期間、右記の店舗様と本会に
募金箱を設置し、また個人様からの募金を受け付け
ました。
　皆様からお預かりした募金は経費を差し引くことな
く『福祉・環境保護・災害復興』のために活用させ
ていただきます。ご協力ありがとうございました。

　澄み切った青空のもと、町老連主催 高齢者グラウンドゴルフ大会、高齢者ゲートボール大会
が開催され、出場した80歳以上の高齢者が日頃の練習の成果を発揮しました。
　90 歳以上の参加者には特別表彰が行われ、最高齢 94 歳の大安孝義さん（蔵本）に、元
気の秘訣をお聞きすると、『食事と運動！』とのこと。なるべく野菜中心の食事を心がけ、グ
ラウンドゴルフとゲートボールに毎日汗を流しているそうです。
　出場された皆さん、これからもますますお元気で。皆さんのパワーを目標にして、若者も負
けずに頑張りたいと思います。

ご 寄 付 お 礼 （令和4年9月12日 ～10月26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。

•池田 房江 様（蔵本）より
　故 池田 優 様のご逝去にあたり
•三根 英人 様（下三根）より
　故 三根 ヨシ 様のご逝去にあたり
•岩永 昇 様（大村市）より
　故 岩永 シヲ 様（蔵本）のご逝去にあたり
•山口 正信 様（木場）より
　故 山口 トヨ子 様のご逝去にあたり

•大安 富美子 様（東町）より
　故 大安 正一 様のご逝去にあたり
•上野 洋子 様（里）より
　故 上野 喜一郎 様のご逝去にあたり
•森山 浩子 様（金谷）より
　故 森山 肇 様のご逝去にあたり

　この度長崎県共同募金会より、令和 3 年度赤い羽根共同募
金車両配分金の一部助成を受け、車両の整備を行いました。
この車両は、地域福祉推進のために有効に活用いたします。

　東彼杵町共同募金会（社協内）では、毎年１２月「歳末たすけあい募金」を募集しています。社
協窓口での「歳末たすけあい募金」にご協力いただいた方へ下記のバッジをひとつ進呈いたします。

ご協力いただきました歳末たすけあい募金は、年末年始をお一人で過ごされるご高齢者へおせち料
理を配布しております。（規定に従って配っております）　詳しくは本会ホームページをご覧ください。

「赤い羽根共同募金」
東彼杵町でのつかいみちをご紹介します

「24時間テレビチャリティー募金」お礼 募金額15,798円
【募金箱設置店】（敬称略・順不同）
・大川ストアー　
・岡田商店
・株式会社 森商店
・そば処 立石
・道の駅 彼杵の荘
・東彼杵町社会福祉協議会

特別表彰 左から森田圭一さん、大安孝義さん、
粒﨑峰男さん、浦信夫さん

グラウンドゴルフで交流を図る参加者。
ホールインワンも続々と。歓声が響きます。

80歳以上の高齢者が日頃の腕前を発揮！
高齢者ゲートボール大会、高齢者グラウンドゴルフ大会車両の整備を行いました

広報紙「ひだまり」の発行
（年 6回）

「小中学校の福祉活動への助成」
福祉の学習や環境美化等に

役立てられます。

この他にも、「じぶんのまちを良くするしくみ」として様々な地域福祉活動のために使われています。

「食事サービス」
安否確認をかねて高齢者へ
手作りのお弁当を届けます

「こどもふくしセミナー」の開催
耳が聞こえない方の生活を理解し、

手話を学びました。

福祉団体、ボランティア団体への
活動助成（写真は三つ葉の会）

「子育て支援事業」
赤ちゃんのすこやかな成長を願って、

衛生用品を贈ります。

「歳末たすけあい募金」募集のお知らせ（個数限定！）

• 500 円以上の募金につき、どちらかひとつ差し上げます。
　複数ご希望の方は、500 円がひとつとなります。
• 12 月1日から社協窓口にて受付いたします。（平日9 時～17時）
•在庫が無くなり次第終了いたします。
•バッジの転売、ネットオークションなどへの出店はご遠慮ください。
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