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諫早市社会福祉協議会だより

平成31年度 

「一人ひとりが尊厳を保持し、支え合いながら、
安心して暮らすことができるまちづくり」の実現に向けて

次の4点を重点的に取り組みます。（予算と主な事業はＰ2に掲載しています）

市民ぐるみで集められた共同募金の配分金を活用
し、福祉のまちづくりに向けて、地域に対応した住
民の地域福祉活動や福祉団体等の支援及び助成を行
います。

市内全域に組織された住民の自主的な組織である
20地区（校区）社協との連携を密にし、住民同士で
解決していこうとする住民の支え合い活動を支援し、
地域の福祉力を高めます。

総合的な相談・援助活動及び情報提供の体制を強
化し、市民が利用しやすい敷居の低い相談窓口を目
指します。
また、当事者の自立した生活を支えるため、市内
の関係機関や各分野の専門機関と連携して適切な個
別支援に努めます。
※本会で行う「無料専
門相談」の日程につい
ては、毎月本紙に掲載
しています。

ボランティアセンターの基盤強化を図ると共に、
ボランティア連絡協議会と連携を図り、ボランティ
ア活動の推進に努めます。
また、講座・研修会を企画し、ボランティア活動

に取り組みやすい環境を整備するとともに、身近な
地域でボランティア活動が展開されるよう支援しま
す。

この広報紙は、皆さまから寄せられた会費、共同募金・寄付金などで作成しています

地域福祉活動の推進

ボランティア活動の推進

共同募金配分金事業の実施

福祉総合相談支援事業の実施
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お互い助け合う「感謝」の気持ちと「諫早市社会福祉協議会」の意味を込めて
名付けました。末永く皆さまに愛される広報紙を目指しています。

重点事業

ふれあいいきいきサロン ふれあい食事サービス

災害ボランティア講座
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収入額
２億8,075万８千円

前期末支払
資金残高
2,188万４千円
（8%）

①～⑦の各拠点
区分間の資金移動
6,９78万7千円（25%）

基金積立資産取崩
2,526万9千円（9%）

貸付事業収入、負担金収入
受取利息、配当金収入など
2,137万2千円(8%)

受託金（市及び県社協）
3,730万8千円（13%）

経常収支補助金
市補助金
共同募金配分金
7,948万円(28%)

会費・寄付金
553万6千円（2%）①～⑦の各拠点区分内での

資金移動
2,012万2千円（7%）

（ ）

皆さまからの会費で支えられています。
社協会員への加入のお願い

本会は、民間組織としての自主性と、広く住民や
社会福祉関係者に支えられた公共性という二つの側
面をもつ非営利組織です。
地域福祉のさらなる充実のため、これまで以上に

市民の皆様や、団体・法人等の方々のご協力が必要
です。

本会の活動の趣旨をご理解いただき、会員として
本会事業及び活動にあたたかいご支援をいただきま
すようお願い申しあげます。

平成31年度予算
総額 2億8，075万8千円

⑥福祉教育推進事業 177万円
○くらしに役立つ活用講座
○介護機器貸与事業
○シニア美術手工芸作品展開催事業
○障害児（者）美術手工芸作品展開催事業

⑦施設管理経営事業 3，216万3千円
○社会福祉会館
○上山荘南館

平成31年度の予算と主な事業

①法人運営事業 1億5，519万8千円
○運営援助事業負担金
○社協事務費
○日赤事務費
○施設使用支援事業等

②地域福祉推進事業 4，704万6千円
○地区社協活動費助成事業
○社会福祉大会
○上山荘生きがい学び支援事業
○いきいきサロン活動費助成事業等

③ボランティア活動推進事業
1，422万1千円

○センター機能強化事業
○災害ボランティア養成事業
○活動支援事業
○いきいきサロン実践者研修会等

④共同募金配分金事業 1，439万4千円
○米寿記念写真贈呈事業
○小中学生修学旅行助成事業
○福祉協力校指定事業
○年末ふれあい見舞金贈呈事業等

⑤福祉総合相談事業 1，596万6千円
○ふれあい福祉相談事業
○福祉資金貸付金事業
○生活福祉資金貸付事業
○日常生活自立支援事業

社協会員とは
社協の活動に賛同し社協の地域福祉活動を資金面

から支えていただく皆様です。
社協は、子どもから高齢者、障害のある人もない

人も、だれもが安心して暮らせるまちづくりをめざ
して様々な福祉活動を行うため、社協会員の募集を
呼びかけています。

ご協力いただきます会費の種類と金額は
●普通会費 1世帯 100円
世帯を対象に、市民の皆様にご協力をいただいて
いる会費です。

●賛助会費 1口 1，000円
社会福祉活動にご賛同いただいている皆様にご協
力をいただいている会費です。

●特別会費 1口 5，000円
団体、法人様等にご協力をいただいている会費で
す。

（収入）

（支出）

かんしゃ5月号（2019年）
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Ｈ31年度目標額
17，095，000円

Ｈ30年度実績額
16，943，325円

5月1日から5月31日までは、「赤十字運動月間」
です。
運動期間中は、町内会・自治会・企業・個人の皆

様に会費（寄付金）の納入をお願いいたしますので、
ぜひ、ご協力ください。
会費（寄付金）の受付については、日本赤十字会

費の専用振込用紙をご利用いただき、下記の金融機
関から納入ください。
金融機関名（諫早市内のみ）
・親和銀行
・十八銀行
・たちばな信用金庫
・長崎県央農業協同組合
・長崎西彼農業協同組合

※窓口での納入については、日本赤十字社長崎県支
部諫早市地区事務局（諫早市社会福祉協議会内）へ
ご持参いただきますようお願いいたします。

諫早市の目標額について

日本赤十字社の趣旨にご理解いただき、ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

あなたの協力がだれかのために。
～日本赤十字募金の使いみち～

この会費（寄付金）によって、火災や災害の発生
時に、被災者に毛布などの日常生活用品等を支給し
ています。

日本赤十字社って⁉
日本赤十字社とは、一言でいうと、災害救護団体
です。
熊本地震災害や平成30年度7月豪雨などの災害現
場でいち早い救護活動を行っています。
そのほかにも、国際活動、医療事業など幅広い活
動を展開しています。
これらの活動は皆様からお寄せいただいた寄付金
で成り立っております。

「元号が変わるとキャッシュカードが使えない」はウソ
改元詐欺にご注意ください！

全国銀行協会を装って、「元号の改元による銀行
法改正について」という文書を郵送し、同封してあ
る「キャッシュカード変更申込書」に銀行名、口座
番号、暗証番号を記載させ、現在使っているキャッ
シュカードと共に返送させる詐欺が発生しています。
全国銀行協会や銀行員が暗証番号等を尋ねること
はありません。このような文書が届いたときは、ご
注意ください。
このほかにも、改元に伴い皇室のアルバムを自宅

に送りつけるという手口もあります。これは電話勧
誘の後、断ったにも関わらず商品が送り付けられる
というものです。
被害に遭わない対策として、常に留守番電話設定

にすること、注文した覚えがない商品は受け取らな
いことが挙げられています。
相談窓口：諫早市消費生活センター
（高城町5－25 高城会館3階） TEL22－3113

あなたの善意が赤十字活動を支えます
～5月1日から日本赤十字増強運動がはじまります！～

新元号「令和」の手話決定
この手話は、「つぼみと未来が広
がっていく」イメージが表現されて
います。みんなで使って広めていき
ましょう‼
指先を上に向けて5本の指をすぼめた片手

を、胸の脇に出し、前に動かしながら指先を
緩やかに開きます。

かんしゃ5月号（2019年）
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諫早市社会福祉協議会
Facebookを開設しております♪最新情報を発信中!!

暮らしや住まい、家族のこと、心配ごとならなんでも気軽にご相談ください。
ふれあい福祉相談員が皆さんと共に考え、問題解決をするためのアドバイスをします。
秘密は守ります。相談は無料です。
また、ふれあい福祉相談員は、ひとり暮らし高齢者の方へ安否確認を兼ねた『ふれあい電話』の発信
もしています。利用を希望される方は、ご相談ください。

●日時：月～金曜日 午前10時～午後3時 （祝日及び12月28日～1月3日を除く）
●場所：諫早市社会福祉会館 ふれあい福祉相談室
●ふれあい福祉相談員

看護の日 ザ！いさはや
日 時：5月11日（土）正午から午後3時30分
場 所：ながさき看護センター
対象者：どなたでも
内 容：○講演「認知症になっても大丈夫だよ！」

○認知症相談コーナー
○健康相談（まちの保健室・こころの喫茶店）など

参加費：無料
問い合わせ：長崎県央看護協会県央支部

℡0957-49-8067

諫早市社会福祉会館行事のお知らせ（5月）
チェアハート（車いすレクダンス）

日 時：5月18日（土）午後3時から午後5時
場 所：2階第2会議室
対象者：諫早市民
内 容：車いすを使ったレクリエーション
参加費：無料
問い合わせ：チェアハート（代表 湯川）

℡050-3591-2260

ご寄付ありがとうございました
平成31年3月1日～平成31年3月31日受付分
次の皆さまから、心温まるご寄付をいただきました。
ご厚志に沿うよう地域福祉事業のため大切に使わせ
ていただきます。

香典返し
▼宮﨑 卓朗 様（旭町）【亡母 和子 様】
▼吉川 英則 様（久山台）【亡母 テル子 様】
▼石場フクヨ 様（多良見町市布）【亡夫 賢次 様】

篤志寄付
▼スーパーD’ステーション諫早店 様（長野町）

諫早市社会福祉協議会だより「かんしゃ」では、広報紙に関するご意見、地域で行われる福祉活動や行事の情報を皆さまから募集しています。

（敬称略）

氏 名
かね こ よし こ

金子 佳子（多良見地区民生委員児童委員）
くさ の とし こ

草野 俊子（中央北地区民生委員児童委員）
なかざと か を る

中里かをる（小栗地区民生委員児童委員）
まえ だ けん じ

前田 憲治（高来地区民生委員児童委員）
もりたけ とも こ

森武 知子（飯盛地区民生委員児童委員）
よねむら えい こ

米村 榮子（小野地区民生委員児童委員）

氏 名
お がわ けい こ

小川 敬子（真津山地区民生委員児童委員）
かわじり さち こ

川尻 幸子（上山地区民生委員児童委員）
せ と ひろふみ

瀬戸 博文（小長井地区民生委員児童委員）
やま とし こにし

山 利子（長田地区民生委員児童委員）
まつ お ともひろ

松尾 友宏（中央中地区民生委員児童委員）
やまさき ひさ こ

山﨑 久子（森山地区民生委員児童委員）

ふ れ あ い 福 祉 相 談
～ひとりで悩まず 気軽にご相談を！～

社会福祉法人 諫早市社会福祉協議会
〒854-0045 諫早市新道町948番地
TEL0957-24-5100 FAX0957-24-5101
ホームページ http://isahaya-shakyo.jp

（諫早市社会福祉協議会で検索ください）

集
行

編
発

55月月ののふふれれああいい福福祉祉相相談談
財産、権利擁護など、法律上の悩みごとな

どをおたずねください。
5月31日（金） 司法書士

午後1時30分～4時

諫早市社会福祉協議会
電話 24-5100

開 設 日

開設時間

場 所

無
料
専
門
相
談

問い合わせ先：専用電話 23‐7022（諫早市社会福祉協議会 会館内 ふれあい福祉相談センター）

※専門相談は、10日前までに予約をお願いします。

印
刷：

㈱
昭
和
堂
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