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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

ゃしんかゃしんか
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。

諫
早
市
社
会
福
祉
協
議
会
だ
よ
り

高来地区の特長は？
高来地区には、ボランティア団体（12団体）で組
織された高来地区ボランティア連絡協議会「やま
びこ（会長：林田広子氏）」があります。日頃
は、各団体の目的とする高齢者や障害者、環境な
どの分野で活動をしている団体です。
　各団体ではボランティア活動の充実と連携を深
めるため、高来地区社協に登録し、春秋の２回国
道207号線の花壇整備と年７回から８回の除草作
業活動を行っています。

きっかけは？
　合併前の高来町社会福祉協議会では、平成３年
度から３年間国庫補助を得て、ボラントピア事業
を実施し、町のスローガンである「水と緑光あ
ふれる町高来町」を目指し、ボランティアの育
成に取り組んできました。ボランティア団体と
老人クラブがともに地域貢献活動として、環境
保全活動を活性化させる思いで始めた活動を、
今日の「やまびこ」に引き継いでいます。

高来地区の良いところは？
　高来地区は、昔からの地縁や住民同士の連携が
あり、住民同士の支え合いや助け合いが自然と行
われ、人と人とのつながりがあります。

今後の取り組みは？
高来地区では、住民同士のつながりを大事に地区
社協の事業やボランティア活動を活発に行い、高齢
者だけでなく、子供と交流する機会もつくってい
き、誰もが顔の知れた安心して住むことのできる地
域づくりに取り組んでいます。
　昨年から「介護予防と生活支援の語らん場」に
参加しています。話し合いの中で、高齢化率が
35.4％と高くなっていることもあり、今一番必要
なことは高齢者の集う場であると考えています。
　令和２年度は、高齢者ふれあいいきいきサロンを
１箇所増やし１１箇所開催するように計画していま
す。やまびこの会員の協力を得ながら今後も随時箇
所を増やし、高齢者の生きがいづくり、介護予防の
充実に向けて進めていきたいと思っております。 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!!

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。

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）
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６月のふれあい福祉相談６月のふれあい福祉相談
日常生活における様々な心配ごと・悩みごとなど、

何でもおたずねください。

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。
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６月２6日（金）  弁護士

諫早市社会福祉協議会
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電話　24－5100

このコーナーでは、地域住民に最も身近な地区社協が行っ
ている住民相互の支え合い活動をシリーズで紹介します。シリーズ地区社協

シリーズ地区社協第10回目は、高来地区社協の荒木正人会長に思いを語っていただきました
花の植え替えで美しいまちづくり

第 10回

「地区住民の活動で住みやすいまちづくり」～ボランティアで地域の活性化～

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前 10時～午後３時

【専用電話】 23－7022
（諫早市社会福祉会館内）
ふれあい福祉相談センター

午後１時 30分～４時

※専門相談は、10日前までに予約をお願いします。
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　新型コロナウイルス感染症対策のため、外出を控えている方も多いと思います。
「家で何をしていいかわからない」「もっと時間を有効に使いたい」と感じている方も多いのでは
ないでしょうか。そこで、今回は誰でも簡単にできるちょこっとボランティアを紹介します。

　家庭や職場に眠っている切手やアルミ缶のプルタブをコツコツ集めて
みませんか。諫早市社会福祉協議会は使用済み切手、プルタブを随
時受け付けております。

　整理された使用済み切手は、収集団体に送付し、それらは切手収集家
により換金され、海外の医療に恵まれない人々への医師・看護師・保健
師の派遣のほか、国内・国外のさまざまな福祉活動に、役立てられてい
ます。
　市民のみなさんから協力していただき回収されたプルタブは、車いす
等の購入費に充て、貸し出し等に活用しています。
　このような小さな取り組みの積み重ねが、困っている人の役に立ち、
福祉の輪が広がっていきます。身近にできるちょこっとボランティア
で、社会貢献してみませんか。

　封筒・はがきに貼ってある切手を１cm程度の余白を残して切り取っ
て下さい。

　5,000枚の使用済み切手を換金すると約
1,800円となります。これは、タンザニアの看
護学校の1年分の教科書代になります。

　車いす購入に必要なプルタブの量は1,000Kg
ほど。プルタブ１個が0.5ｇですので、200万個の
アルミ缶で車いすが購入できる計算になります。

自宅でできる ～ちょこっとボランティア～

切手の価値はどのくらい？？

使用済み切手・プルタブを集めよう！

車いすを購入するためには？？

タンザニアで
約１年分の看護学校の
教科書代になります

ウガンダで
助産師学校の１か月間
の学費になります

バングラディッシュで
理学療法の技術や理論
を学ぶ研修費用１人分

になります

約5,000枚 約22,000枚 約80,000枚

使用済み切手とプルタブのゆくえ

使用済み切手を整理しよう！
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ひとりで悩まず　気軽にご相談を！ひとりで悩まず　気軽にご相談を！ひとりで悩まず　気軽にご相談を！ ～ふれあい福祉相談～～ふれあい福祉相談～～ふれあい福祉相談～

 新型コロナウイルスの感染拡大により、外出を
控える生活などから仕事や生活に不安やストレ
スを感じている方も少なくないのではないで
しょうか。
 諫早市社会福祉協議会では、ふれあい福祉相談
員が暮らしや住まい、家族のこと、心配ごとな
どに対する悩みを皆さんと一緒に考え、問題解
決をするためのアドバイスをしています。
お気軽になんでもご相談ください。
　秘密厳守、相談無料です。
　また、相談員は、ひとり暮らし高齢者の方を
対象に安否確認をかねた『ふれあい電話』も実
施しています。
　利用を希望される方は、ご連絡ください。

登録いただいたひとり暮らし高齢者の方へ、月
2回程度、相談員からお電話をし、時節がら気
を付けたいことや身近な話題、日頃かかえてい
る悩みごとなどへの相談を行ってまいす。

ふれあい福祉相談の開設時間◎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●日時：
●場所：

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）
諫早市社会福祉会館　ふれあい福祉相談室

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

足腰が悪くて
買物に行けなくなった
ヘルパーを受けるには
どうしたらいい？

足腰が悪くて
買物に行けなくなった
ヘルパーを受けるには
どうしたらいい？

足腰が悪くて
買物に行けなくなった
ヘルパーを受けるには
どうしたらいい？

子どもがいない夫婦なので、
二人とも亡くなった
後のことが心配

子どもがいない夫婦なので、
二人とも亡くなった
後のことが心配

子どもがいない夫婦なので、
二人とも亡くなった
後のことが心配

ふれあい電話

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少や失業をされた世帯に対し生活費等の必要な資
金の貸付を行う緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）貸付制度を受付ています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内一時的な資金の緊急貸付に関するご案内一時的な資金の緊急貸付に関するご案内一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

緊急小口資金(休業された方向け)

据置期間：
償還期限：

貸付期間：
据置期間：
返済期間：

● 学校等の休業、個人事業主等
　 の場合　20万円以内
● その他の場合、10万円以内

　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
場合に少額の費用の貸付を行います。

貸付上限額： 貸付上限額：

問い合わせ・ご相談先

新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送での申請をお願いしています。まずは、お電話にて
問い合わせ・ご相談下さい。

総合支援資金(失業された方向け)
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を
行います。

貸付利子は無利子　保証人は不要 貸付利子は無利子　保証人は不要

1年以内
2年以内

諫早市社会福祉協議会　地域支援課　電話　24-5100　FAX　24-5101

●二人以上…月20万円以内
● 単身… 月15万円以内
原則３月以内
1年以内
10年以内

あなたの地域の　民生委員・児童委員あなたの地域の　民生委員・児童委員あなたの地域の　民生委員・児童委員あなたの地域の　民生委員・児童委員あなたの地域の　民生委員・児童委員
　介護や子育ての心配ごとや不安、生活に困窮しているなど、さまざまな悩みごとがあるときは、
お住まいの地域の民生委員・児童委員へお気軽にご相談ください。
　民生委員・児童委員は住民の立場に立って寄り添い、見守りや専門相談につなぐ役割を担ってい
ます。また、守秘義務があり、相談した方の秘密は守られます。

あなたのお住まいの地域の担当民生委員を諫早市のホームページで
確認することができます。連絡を取りたいときは下記へお問い合わせ
ください。

諫早市のホームページをご覧ください。
https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/

以下のいずれかにご連絡ください。
・諫早市 福祉総務課
　TEL 22-1500　FAX 22-0431
・諫早市民生委員児童委員協議会連合会（諫早市社会福祉協議会内）
　TEL 24-5100　FAX 24-5101
　メールアドレス　minkyou@isahaya-syakyo.biz-web.jp

初めての子育てで
分からないことが
たくさん

子どもの
しつけに
悩んでいる

高齢の
一人暮らしで
心細い

親の介護に
ついて不安

ご存知
　ですか？

お住まいの地域の民生委員をご存知ですか？お住まいの地域の民生委員をご存知ですか？お住まいの地域の民生委員をご存知ですか？

◎ 担当民生委員を知りたいとき◎ 担当民生委員を知りたいとき◎ 担当民生委員を知りたいとき

◎ 担当民生委員と連絡を取りたいとき◎ 担当民生委員と連絡を取りたいとき◎ 担当民生委員と連絡を取りたいとき

★ 諫早市社会福祉協議会では民生委員・児童委員の皆さんと連携、
　 協力をしながら地域福祉活動に取り組んでいます。

ホームページトップ画面 » 健康・福祉 » 福祉 » 民生委員・児童委員

新入学児童の交通安全を願う新入学児童の交通安全を願う新入学児童の交通安全を願う
　諫早市社会福祉協議会では、新入学児童の交通安
全・事故防止を目的として毎年４月に黄色い帽子を
贈っています。
　今年は、市内の小学校27校と特別支援学校１校の
新入学児童1,279人に贈呈しました。
　この事業は市民の皆様からご協力いただいた赤い
羽根共同募金の地域配分事業としており、昭和50年
から実施し、今年で45回になります。
　また、新入生児童の交通安全のため、諫早市交通
安全協会からは「黄色いランドセルカバー」が、健
全育成のため諫早更生保護女性会から「クリアファ
イルと子育て10か条」が贈られました。
　黄色い帽子を見かけたら地域の皆様の見守りと、
車を運転される方には安全運転へのご協力をお願い
します。

地域の皆様や車を運転される方も温かい見守り
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お住まいの地域の民生委員・児童委員へお気軽にご相談ください。
　民生委員・児童委員は住民の立場に立って寄り添い、見守りや専門相談につなぐ役割を担ってい
ます。また、守秘義務があり、相談した方の秘密は守られます。

あなたのお住まいの地域の担当民生委員を諫早市のホームページで
確認することができます。連絡を取りたいときは下記へお問い合わせ
ください。

諫早市のホームページをご覧ください。
https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/

以下のいずれかにご連絡ください。
・諫早市 福祉総務課
　TEL 22-1500　FAX 22-0431
・諫早市民生委員児童委員協議会連合会（諫早市社会福祉協議会内）
　TEL 24-5100　FAX 24-5101
　メールアドレス　minkyou@isahaya-syakyo.biz-web.jp

初めての子育てで
分からないことが
たくさん

子どもの
しつけに
悩んでいる

高齢の
一人暮らしで
心細い

親の介護に
ついて不安

ご存知
　ですか？

お住まいの地域の民生委員をご存知ですか？お住まいの地域の民生委員をご存知ですか？お住まいの地域の民生委員をご存知ですか？

◎ 担当民生委員を知りたいとき◎ 担当民生委員を知りたいとき◎ 担当民生委員を知りたいとき

◎ 担当民生委員と連絡を取りたいとき◎ 担当民生委員と連絡を取りたいとき◎ 担当民生委員と連絡を取りたいとき

★ 諫早市社会福祉協議会では民生委員・児童委員の皆さんと連携、
　 協力をしながら地域福祉活動に取り組んでいます。

ホームページトップ画面 » 健康・福祉 » 福祉 » 民生委員・児童委員

新入学児童の交通安全を願う新入学児童の交通安全を願う新入学児童の交通安全を願う新入学児童の交通安全を願う新入学児童の交通安全を願う新入学児童の交通安全を願う
　諫早市社会福祉協議会では、新入学児童の交通安
全・事故防止を目的として毎年４月に黄色い帽子を
贈っています。
　今年は、市内の小学校27校と特別支援学校１校の
新入学児童1,279人に贈呈しました。
　この事業は市民の皆様からご協力いただいた赤い
羽根共同募金の地域配分事業としており、昭和50年
から実施し、今年で45回になります。
　また、新入生児童の交通安全のため、諫早市交通
安全協会からは「黄色いランドセルカバー」が、健
全育成のため諫早更生保護女性会から「クリアファ
イルと子育て10か条」が贈られました。
　黄色い帽子を見かけたら地域の皆様の見守りと、
車を運転される方には安全運転へのご協力をお願い
します。

地域の皆様や車を運転される方も温かい見守り
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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

ゃしんかゃしんか
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。

諫
早
市
社
会
福
祉
協
議
会
だ
よ
り

高来地区の特長は？
高来地区には、ボランティア団体（12団体）で組
織された高来地区ボランティア連絡協議会「やま
びこ（会長：林田広子氏）」があります。日頃
は、各団体の目的とする高齢者や障害者、環境な
どの分野で活動をしている団体です。
　各団体ではボランティア活動の充実と連携を深
めるため、高来地区社協に登録し、春秋の２回国
道207号線の花壇整備と年７回から８回の除草作
業活動を行っています。

きっかけは？
　合併前の高来町社会福祉協議会では、平成３年
度から３年間国庫補助を得て、ボラントピア事業
を実施し、町のスローガンである「水と緑光あ
ふれる町高来町」を目指し、ボランティアの育
成に取り組んできました。ボランティア団体と
老人クラブがともに地域貢献活動として、環境
保全活動を活性化させる思いで始めた活動を、
今日の「やまびこ」に引き継いでいます。

高来地区の良いところは？
　高来地区は、昔からの地縁や住民同士の連携が
あり、住民同士の支え合いや助け合いが自然と行
われ、人と人とのつながりがあります。

今後の取り組みは？
高来地区では、住民同士のつながりを大事に地区
社協の事業やボランティア活動を活発に行い、高齢
者だけでなく、子供と交流する機会もつくってい
き、誰もが顔の知れた安心して住むことのできる地
域づくりに取り組んでいます。
　昨年から「介護予防と生活支援の語らん場」に
参加しています。話し合いの中で、高齢化率が
35.4％と高くなっていることもあり、今一番必要
なことは高齢者の集う場であると考えています。
　令和２年度は、高齢者ふれあいいきいきサロンを
１箇所増やし１１箇所開催するように計画していま
す。やまびこの会員の協力を得ながら今後も随時箇
所を増やし、高齢者の生きがいづくり、介護予防の
充実に向けて進めていきたいと思っております。 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!!

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。

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
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発

６月のふれあい福祉相談６月のふれあい福祉相談
日常生活における様々な心配ごと・悩みごとなど、

何でもおたずねください。

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。

開設時間

場 所

一
般
相
談

６月２6日（金）  弁護士

諫早市社会福祉協議会

開 設 日

開 設 日

開設時間

場 所

無
料
専
門
相
談

印
刷
：
東
洋
印
刷
有
限
会
社

電話　24－5100

このコーナーでは、地域住民に最も身近な地区社協が行っ
ている住民相互の支え合い活動をシリーズで紹介します。シリーズ地区社協

シリーズ地区社協第10回目は、高来地区社協の荒木正人会長に思いを語っていただきました
花の植え替えで美しいまちづくり

第 10回

「地区住民の活動で住みやすいまちづくり」～ボランティアで地域の活性化～

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前 10時～午後３時

【専用電話】 23－7022
（諫早市社会福祉会館内）
ふれあい福祉相談センター

午後１時 30分～４時

※専門相談は、10日前までに予約をお願いします。

4かんしゃ６月号（2020年）

　新型コロナウイルス感染症対策のため、外出を控えている方も多いと思います。
「家で何をしていいかわからない」「もっと時間を有効に使いたい」と感じている方も多いのでは
ないでしょうか。そこで、今回は誰でも簡単にできるちょこっとボランティアを紹介します。

　家庭や職場に眠っている切手やアルミ缶のプルタブをコツコツ集めて
みませんか。諫早市社会福祉協議会は使用済み切手、プルタブを随
時受け付けております。

　整理された使用済み切手は、収集団体に送付し、それらは切手収集家
により換金され、海外の医療に恵まれない人々への医師・看護師・保健
師の派遣のほか、国内・国外のさまざまな福祉活動に、役立てられてい
ます。
　市民のみなさんから協力していただき回収されたプルタブは、車いす
等の購入費に充て、貸し出し等に活用しています。
　このような小さな取り組みの積み重ねが、困っている人の役に立ち、
福祉の輪が広がっていきます。身近にできるちょこっとボランティア
で、社会貢献してみませんか。

　封筒・はがきに貼ってある切手を１cm程度の余白を残して切り取っ
て下さい。

　5,000枚の使用済み切手を換金すると約
1,800円となります。これは、タンザニアの看
護学校の1年分の教科書代になります。

　車いす購入に必要なプルタブの量は1,000Kg
ほど。プルタブ１個が0.5ｇですので、200万個の
アルミ缶で車いすが購入できる計算になります。

自宅でできる ～ちょこっとボランティア～

切手の価値はどのくらい？？

使用済み切手・プルタブを集めよう！

車いすを購入するためには？？

タンザニアで
約１年分の看護学校の
教科書代になります

ウガンダで
助産師学校の１か月間
の学費になります

バングラディッシュで
理学療法の技術や理論
を学ぶ研修費用１人分

になります

約5,000枚 約22,000枚 約80,000枚

使用済み切手とプルタブのゆくえ

使用済み切手を整理しよう！




