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あれも、
これも、み〜んなボランティア
子ども達にだんごの伸ばし方を教えている人は？
ふれあいサロン活動のスタッフは？

そうめん流しの準備をしている人は？

趣味を活かして紙芝居をしている人は？

みなさんのまちは、たくさんのボランティアの力で支えられています！
ボランティア にもいろんな活動がありますが、大分市社会福祉
協議会では、地域住民どうしが互いに支え合い・助け合える地域の
ボランティア活動を積極的に支援しています。

あなたにできることからはじめてみませんか？
１

ホームページに最新の情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。 http://www.oita-syakyo.jp/

１

皆で進めるふれあい・支え合い活動を！！
見守り、声かけ活動を支えるボランティア
おおむね、自治会を中心とした723ヶ所の小地域にて、見守り、声
かけを中心とした、近隣住民による支え合い活動が行われていま
す。この活動を行っているボランティアの方々を「ふれあい協力
者」といい、現在12,206名の方々が活躍されています。
※この活動は小地域福祉ネットワーク活動事業として市内全域で行
われています。
▲

２

こんにちは！お元気ですか？

ふれあいサロンを支えるボランティア
身近な場所でご近所さんどうしが集い、みんなで楽しめる活動を通し
て、顔と顔が見えるつながりを築く、ふれあいの場づくりです。
ここでもボランティアの方々が活躍されています。
平成23年９月末現在

高齢者サロン266ヶ所で開催中！
子育てサロン 28ヶ所で開催中！

上記に関する問い合わせ先

地域福祉課地域福祉係

TEL533-0842

地元を愛する「校区ボランティア」の仲間の拡大を！！
地域活動を支えている
「校区ボランティア」
が集い、
意見交換を行いました
８月29日（月）に、大分市社会福祉センターにて36の校（地）区ボ
ランティア代表者及び校（地）区社協関係者など97名の参加のも
と、「校区ボランティア連絡会」が開催されました。この連絡会
は初めての開催で、参加したボランティアさん達は、それぞれ
の組織づくりや、今後の活動について話し合いました。

校区ボランティア連絡会の様子

❶目指そう「地域の為のボランティア活動」
今回話し合った内容
❷どうやって地域で仲間を増やしていくか

「校区ボランティア」
とは？
基本的には、校（地）区社協ごとに設置されており、校（地）区社協や自治会等の行事に参加、協力
する地元愛（意識）の強いボランティア団体です。

いつでも一緒に地域を支える仲間を募集しています！
上記に関する問い合わせ先

大分市ボランティアセンター

TEL533-8111

２

こんなボランティアも…
地域活動を支えているボランティア以外にも、趣味や特技を
活かして活動しているボランティアも多くいます。

グループボランティアの主な活動
環境美化活動や、福祉施設などで高齢者や障
がい者との交流、国際交流、地域イベントへ
の協力などを行っています。

登録数（平成23年９月末現在）
校区ボランティア
36校区
グループボランティア
222団体
技術グループボランティア 109団体
個人ボランティア
785名

募集 使用済み切手、

技術グループボランティアの主な活動
理美容、朗読や読み聞かせ、園芸療法、
演芸、手話、点訳などの技術を活かして福祉
施設などで活動しています。

個人ボランティアの主な活動
古切手や書き損じハガキ、ベルマークなどの
収集活動、福祉施設での高齢者や障がい者と
の交流などを行っています。

メータースタンプを集めています
大分市ボランティアセンター
では、使用済み切手やメー
タースタンプを集めていま
す！これは「発展途上国へ送
る医療品の購入資金やアジア
の子ども達の教育支援など」 古切手の整理中です！
に役立てられています。是非、職場、学校、家庭など
で集める活動をしてみませんか？
問い合わせ先

大分市ボランティアセンター

福祉施設でのボランティア体験に参加してみませんか？
７月から８月末までの期間、県内一斉に行われた「夏のボランティア体験月間」は述べ749人の参加
がありました。大分市社協では、年間を通じて参加できる「施設ボランティア体験事業」を実施して
います。「ボランティア活動のきっかけがない」「体験した施設
にもう一度行きたい」という方は、この機会に是非、参加して
みませんか？
期

間

場

所

平成24年３月31日まで
市内社会福祉施設や児童育成クラブ等
市内の児童・生徒・学生及び一般市民
大分市ボランティアセンター

対 象 者
申込・問合せ

〒870-004１ 大分市泉町8番41号

TEL533-8111

第42回 大分市社会福祉大会
開催のお知らせ

11月４日（金）午後１時30分開会

日

時

平成23年

会

場

コンパルホール 文化ホール

内

容

式典
講演 「東日本大震災を体験して」
講師

福島県いわき市社会福祉協議会
こわ ぐち のぶ

常務理事

３

こ

強口暢子

氏

お誘い
みなさま うえ、
あわせの さい！
だ
ご来場く

入場無料

社協だよりの発行には共同募金の配分金が使われています

お 礼とお知らせ
善意の寄付（平成23年５月〜平成23年８月）敬称略

★香典返し寄付

／㈲シンコー厨機／大分中央商事㈲／諏訪の杜病院／宇野
内科医院／博愛通勤寮／㈱大信設備機器／シンフォニー／
第二博愛寮／清静園／アルメイダ病院／大分すみれ会／大

・大 分 地 区 126件

・鶴 崎 地 区 41件

分市青少年健全育成連絡協議会／寿志の里／垣迫胃腸クリ

・大 在 地 区 28件

・坂ノ市地区 27件

ニック／㈲インテリア･ナカマチ／大分市ボランティア連絡

・大 南 地 区 18件

・稙 田 地 区 49件

協議会／和泉荘／㈱ヨーグルトン乳業／小中島保育園／寒

・佐賀関地区 17件

・野津原地区 8件

田ひめやま保育園／山下循環器科内科／第一博愛寮／ひ

★篤志寄付

まわりの家／大分市身体障害者福祉協議会連合会／大分中

大分モラロジー事務所

村病院／藤本整形外科病院／清流苑／㈱千代田／大分エー
ジェンシー㈱／新日本消防設備㈱／㈱環境整備産業／鶴崎

★高額寄付（香典返し・篤志）
帆玉澄子（皆春）／廣瀬惇子（城南南町）／山口哲史（福岡
市）／朝山光子（須賀）／葛城英明（太平町）／児玉貞夫（南）
／中川智子（花園）

保育園／天心保育園／城南保育園／白水長久苑／百華苑
／㈱松田興業／稙田保育園／緑風苑／㈲松本保険コンサル
タント／㈱トヨタレンタリース大分／リバーサイド百々園／
㈲ケイ.アンド.エヌ／㈱夢追い人／キッズアカデミー保育

特別会員の紹介（平成23年５月〜平成23年８月）

園／㈱電操技研／リバーサイド桃花苑／小野米穀店／樫の
木／日本オストミー協会大分県支部／角栄測量設計㈱／大

㈱栄工社／NPO法人 銀河鉄道／大分市こども会育成連絡

分市地域婦人団体連合会／大分県歯科衛生士会／大分労

協議会／大分市母子寡婦福祉会／さくら保育園／城東保育

働衛生管理センター／柞原の里／永松神経内科・内科クリ

園／㈱富士総合防災／鶴崎同光園／㈱タツミ電業社／㈱全

ニック／平倉建設㈱／敷戸保育園／㈱賀来設備／新修会／

日警大分支社／白寿苑／南大分保育園／金谷小児科医院

新成建設㈱／㈱トキハ物流サービス／玉光苑／小野鶴養生

／泉町保育園／㈲エヌ･フードサービス／大分こども病院

院／㈱佐伯建設／㈲九州ヘラルド／太陽電設㈱／㈱エンゼ

／旦の原保育園／大分みらい信用金庫府内中央支店／㈱精

ル白衣／㈱大分白屋／㈳大分郡市医師会／そうだ藤の森／

道園／杉の木園／㈱清電社／啓生会／星野整形外科／八

㈲山村モータース／丸果大分大同青果㈱／大分市民生委員

風･ｂｅ／仁医会病院／ラポール／㈱宏建／ハーモニー／夢

児童委員協議会／ゆりかご保育園／大分商工会議所／大分

･ひこうせん／津田皮膚科クリニック／風雅の里 上野／小

市歯科医師会／九州共栄ファミリー㈱／つばさ学園／山内

百合ホーム／小野高速印刷㈱／㈱ゴリラ／ゴリラ大分㈱／

循環器クリニック／大分みぞぐち眼科／大分市

若草会／㈱シーアール／衛藤病院／香泉医院／大輝電設㈱

医師会／賀来保育園／帆秋病院／タイセイエン

／佐伯印刷㈱／丸德印刷㈱／協栄工業㈱／㈲大分エンゼル

ター㈱／極東印刷紙工㈱／三和テクノ㈱／

商事／ひまわり畑／大分マリンサービス㈱／日本暖房鉄工

大分市管工事協同組合／㈱明文堂印刷／

㈱／㈱若竹園／幸福会／協和工業㈱／明野台保育園／和

大分東医師会／桃園保育園／㈱しげやす

光保育園／ウィンド／八風園／西産工業㈱／㈱大分ワコー

／アップルミント

東日本大震災への義援金・ボランティア活動支援金のお願い

幼稚園跡地へ移転し業務を行っております。
至
↑

住碩橋

（旧）住吉
幼稚園
●

住碩二号橋

1,423,345円

P
第一駐車場

第一
中
島
川

●大分市
社会福祉センター

社会福祉協議会は、住民の皆さんが安心して暮らすことが出来る地域福祉を
実現するために、そこで暮らす住民の皆さん、社会福祉や保健、医療、教育
などの関連分野の関係者、地域社会を形成する他の様々な専門家、団体、機
関などによって構成された公共性と自主性をもった民間組織です。

40

碩田橋

●住吉保育所

※義援金：災害による生命・財産への被害に対する「見舞金」として、
被災者の方々に直接届けられるものです。
※ボランティア活動支援金：被災地等の支援を行うボランティアグルー
プやNPOの活動を支援するものです。

↓
道路︶
︵ Ｍ
路
業道
至産

総合計額

住吉小学校

移転先

ございます！

平成23年９月末現在までの受付金額

義援金
1,270,841円
ボランティア活動支援金 152,504円

地
号
５

P
第二駐車場

碩田中学校
グランド

この社協だよりは古紙再生紙を使用しています

３月11日の宮城県三陸沖を震源とした「東日本大震災」
の災害救援に関する義援金の受付を行っております。皆
さんのご協力をお願いします。
●受付場所：大分市ボランティアセンター
ご支援
ありがとう
（大分市泉町８番41号）

社協事務局 大分市社会福祉センターは９月１日（木）か
ら来年の３月31日（土）まで耐震工事のため
移転の
お知らせ 使用できません。その間、事務局は（旧）住吉

●新住所：〒870-0041 大分市泉町８番41号
※なお、電話番号、ファックス番号については、
変更はありません。

おおいた市社協だより 第115号
編集と発行 社会福祉法人 大分市社会福祉協議会
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ホームページ http://www.oita-syakyo.jp/
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