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平成30年10月から大分市成年後見センターが本格稼働しました！平成30年10月から大分市成年後見センターが本格稼働しました！
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位置図

大分市成年
後見センター

大分市成年後見センターでは、
成年後見制度に関する相談を
受け付けておりますので、お
気軽にご相談ください。

《平成 30 年 10 月２日に成年後見制度普及啓発イベントを開催しました。》

　大分市成年後見センターは、大分市からの委
託により大分市社協が運営しており、成年後見
制度に関する相談や普及啓発等を行っています。

大分市社協マスコットキャラクター
ふくしのピロロちゃん

（あいさつをする大分市社協 右田会長） （講演する田中 利武弁護士）

大分市社協の活動は皆様からの会費やご寄付により支えられています
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お互いに支え合い、助け合える地域づくりを目指して！

南大分校区
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三佐校区の

“地域福祉の担い手”を増やすために！
三佐校区の

“地域福祉の担い手”を増やすために！

明治地区明治地区 竹中校区竹中校区 既存の訪問活動を活用した
地域福祉活動の充実
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「ひとりぼっちにしない！させない！
ならない！」地域をつくるために

「ひとりぼっちにしない！させない！
ならない！」地域をつくるために

寒田校区寒田校区 鴛野校区鴛野校区「日常生活の些細な困りごと」を
支援するお助け合い隊

「日常生活の些細な困りごと」を
支援するお助け合い隊

「ふれあいサポーター」が
活動を始めました

「ふれあいサポーター」が
活動を始めました

　大分市内には、45 ヶ所の校（地）区社会福祉協議会が概ね小学校区ごとに設置されています。
　今回は平成 29 年度に校（地）区社協の活動計画を策定した６校（地）区の活動を紹介します。

　住み慣れた土地で少しでも長く暮したいという地域の高
齢者の思いを支えるため、生活の中の小さな困りごと（草
取りや枝切りなど）を助けるサポーター（有償ボランティア）
を校区内で募り、困っている方（要支援者）への支援を行っ
ています。

　明治地区は困ったときには気持ちよく手助けを求めること
ができる「見守りの仕組みの充実」と「地域のつながりの充
実」の２つを目標としています。自治区ごとに世帯数や高齢
化率など地域差があるため、今年度は、自治区の特徴を活か
したつながりを深める取り組みを進めることとし、特に、高
齢者の集いの場であるふれあいサロンや趣味のクラブ等の活
性化と、見守りの仕組みづくりを関連づけて検討しています。

　地域の見守り体制を強化するための担い手「ふれあいサ
ポーター」を各自治会から選任しました。

　ふれあいサポーターは、地域の皆さんの困りごとをキャッチ
するために、民生委員と見守りを担っていくことを目標に活動
を始めました。今年度は、地域の高齢者と親しみを深めながら、
校区社協の主催する行事
をお手伝いしています。
今後は、自治会長や民生
委員などが相談を受けた
困りごとなどをふれあいサ
ポーターも含めた活動者み
んなで情報共有をして、鴛
野校区の困りごとへの対応
を検討したいと思います。

　これまで一部の自治会で、訪問によるゴキブリ駆除のた
めの団子配付活動を行ってきました。この訪問活動を、全
自治会に拡大し、全世帯とのつながりを持ちつつ、一緒に
地域の福祉活動に協力してくれる仲間づくり、地域の情報
発信、地域住民からの困りごとの把握等に発展させていく
という目標を立て、取り組んでいます。

　サポーターと要支援
者の間に立ち、実際の
活動日を決めるなどの
調整に苦労していま
す。大変ですが、南大
分校区内での住民同士
の助け合いが充実して
きていることを嬉しく
感じます。

　明治地区の目標は、自治会
活動が抱えている課題解決
のための目標でもあると考
えています。自治会にも積極
的に計画に掲げた取り組み
に協力していただき、明治地
区の特徴ある取り組みが広
がることを期待しています。

　全世帯への配付は大変
でしたが、自治会長、ボ
ランティアさん等の協力
を得て、なんとか行うこ
とが出来ました。今後も、
住民同士での話し合いを
進めながらこの目標の達
成に向けて取り組んでい
く予定です。

　私達は、民生委員の
負担軽減を図りつつ、
住民どうしが支え合い
ながら安心して住み続
けられる地域づくりを
進めています。今年度
18名の福祉協力員を
自治会長推薦により、
校区社協会長名で委嘱
しました。

　地域福祉の担い手として福祉協力員を配置し、民生委員
と連携しながら、地域住民による見守り及び支援活動に取
組んでいます。今後は、この活動の充実を通じて様々な困
りごとが把握されることを想定し、地域住民同士をつなぐ
助け合いの仕組みづくりを行っていきます。

私たちがコーディネートをしています！

ふれあいサポーターの皆さんに
高齢者の会食会「ふれあい励ましの集い」で

参加者の送迎のお手伝いをしていただきました。

福祉協力員のみなさんです！

校区社協から一言

地区社協から一言

校区社協から一言

校区社協から一言

校区社協から一言

みんなのチームワークで頑張りました！

お問い合わせ先　地域福祉課地域福祉係　 TEL（097）547 － 7418
今後も、地域福祉活動の充実を目標に、大分市社協は校（地）区社協への支援を行っていきます！

　高齢者の方々の日常生活の中での軽微な困りごとのお手
伝いが少しでも出来れば、安心して、心豊な日々を過ごし
ていけるのではと考え、些細な困りごとのお手伝いを行う
「お助け合い隊」の設立に取り組んでいます。

　校区住民の方々が「慣れ
親しんだ地で、安心して暮
らせる地域社会」を作り出
していくための仕組みづく
りに取り組んでいます。住
民同士による見守り及び支
援活動をより一層発展さ
せ、地域の絆を深めていく
と共に、校区住民の困りご
とに対する支援にも取り組
んでいきたいです。

小地域ネットワーク会議
（宮崎自治区）の様子

「高齢者の集いの場づくり」を
テーマとした話し合いの様子

校区社協から一言
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大分市災害ボランティア養成講座を開催しました

～日ごろのふれあいで災害にも強いまちづくり～

　昨年は、大阪北部地震、西日本豪雨、北海道胆振東部地震など、全国各地で大きな災害が相次ぎま
した。大分市社協では、本市でも懸念される大規模災害に備え、被災時に地域住民による相互援助が
できる体制づくりを目指して、迅速に支援活動を行う災害ボランティアの登録拡充とスキルアップを
図るため、災害ボランティア養成講座を開催しました。
 

■ 演　題：災害ボランティアとしての基礎知識と水害時の支援活動について
　　　　　　　　　　講 師　松永 鎌矢 氏（日田市ひちくボランティアセンター・日田市地域おこし協力隊）
■ 日　時：1 月 19 日  土　　10：00　　13：30　（鶴崎市民行政センター）

　 　　　　１月 20 日  日　　10：00　　13：30　（稙田市民行政センター）

　当日は、災害ボランティアの活動時の心がけや服装と
いった基礎的知識の他、災害ボランティアの活動は、泥
だしなどの力仕事だけでなく、清掃活動、被災者への困
りごとの聞き取りなど多岐にわたる事を学びました。
　また、水害の事例演習では、状況に応じた支援活動
の違いや必要な資機材の選び方などを学びました。
　計 4 回の講座を通じて 213 名にご参加いただき、
うち 42 名の方に新たに災害ボランティアとして登
録いただきました。

災害ボランティアの事前登録を受け付けています
　災害時のボランティアとして、研修や訓練などを通じて、被災者の生活支援や災害ボラン
ティアセンターの運営補助などにご協力いただける方の登録をお待ちしています。

お問い合わせ先　地域福祉課 大分市ボランティアセンター　　TEL　（097）547-7419　

　大分市社協では、福祉を考えるきっかけづくりとして市内の小・
中学校で福祉教育の支援に取り組んでいます。本年度は、その一環
として大分市内の小・中学校 35 校で福祉学習講座を実施しました。
　子どもたちに障がい者との交流や福祉体験をとおして、他者を思
いやり、違いを認め合うことで、障がいの有無や年齢、性別等にか
かわらず、すべての人が「互いに支えあい、ともに生きていく力」
を育むことを目的として実施しています。

　2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、すべて
の人にやさしい街づくりが求められています。
　学校においてはユニバーサルデザインの取り組みも行われており、
大分市社協もその趣旨を理解し、福祉教育支援事業を通して、子供
たちが「心のバリアフリー」を感じられるようにしていきたいと考
えています。

車いすマラソン選手の話を真剣な表情で聞く子どもたち

自分の名前を打った点字を視覚障害のある講師の先生がすらすらと
読んでくれ、感動している。

福祉教育支援事業

【平成30年度災害ボランティア養成講座】
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善意のご寄付をいただき誠にありがとうございます

大分市社協会員会費へご協力ありがとうございました

（平成 30年 6月～平成 30年 12月）敬称略

（平成30年6月～平成30年12月）敬称略

大分市社協の事業の概要や新着情報について、随時更新しています。
FaceBook についても、日々の社協活動についての記事を掲載しておりますので、ぜひご確認ください。

「大分市社会福祉協議会」で検索、または下記アドレスをお調べください。

・大分地区  　130 件　　 ・鶴崎地区　　45 件　・大在地区　　25 件　　 ・坂ノ市地区　28 件
・大南地区　　29 件　　 ・稙田地区　　54 件　・佐賀関地区　21 件　    ・野津原地区　18 件

大分市役所フラッグ杯一同／宮﨑惠美子（寒田北町）／戸次んギョーザ一同／大分商工会議所青年部／中
村喜枝子（青葉台）／地球大好き！さくらグループ／新川町内会

上尾誠（千歳）／大分県福祉ハッピー歌謡祭実行委員会／志手祐一（東八幡）／陶山裕美（森町）／ B・F・
C コーポレーション㈱／宗教法人真如苑

香典返し寄付

篤志寄付

高額寄付（香典返し・篤志）

特別会員のご紹介

大分市社協は、市民の皆様をはじめ、企業や団体等多くの方々に会員となっていただき、地域福祉の推進
のための事業を行っております。
平成 30 年 6 月から平成 30 年 12 月までに 5,000 円以上の会費を納入された特別会員をご紹介します。

角栄測量設計㈱／㈱しんらい保険サービス大分事業所／明野台こども園／旦の原保育園／協和工業㈱／創
生の里／風雅の里上野／森の木／㈱全日警大分支社／鶴崎同光園／清静園／新日本消防設備㈱／垣迫胃腸
クリニック／夢・ひこうせん／㈲光永鮮魚／白寿苑／（医）金谷小児科医院／（医）啓生会／宇野内科医
院／衛藤病院／（社福）ラポール／（社福）グリーンコープ／大分みぞぐち眼科／㈱靖道園／ウィンド／
㈱明文堂印刷／（社福）碇山会／（社福）大分すみれ会／八風園／（社福）大分県盲人協会／特定非営利
活動法人ＳＭＩＳ／博愛病院／（社福）あゆみ福祉会／泉町保育園／（社福）雄山会／㈲秀栄社／㈱エン
ゼル白衣／グリーンコープ生活協同組合おおいた／小野高速印刷㈱／大分エージェンシー㈱／ソレイユ／
㈲大分エンゼル商事／㈱ヨーグルトン乳業／帆秋病院／（医）津田皮膚科クリニック／寿志の里／（社福）
新樹会／コンチェルト／田中耳鼻科／丸果大分大同青果㈱／㈱トヨタレンタリース大分／ＮＰＯ法人銀河
鉄道／㈱シーアール／（医）創寿会／（社福）樫の木／博愛会地域総合支援センター／坂ノ市こども園／
たけのこ保育園／小中島保育園／城東保育園／（社福）大翔会／山手皮膚科医院／よいこの森こども園／
㈱太田旗店／大分県歯科衛生士会／㈲エヌフードサービス／こどもの森すぷらうと／㈱大分白屋／杉の木
園／しらとり子ども園／㈱電操技研／やまびこ広場／まいづる保育園／（社福）泉福祉会／中春日保育園
／㈱双林社／小百合愛児園／㈱ゴリラ／ゴリラ大分㈱／㈱環境整備産業／そうだ藤の森／第二博愛寮／山
下循環器科内科／㈱タツミ電業社／第一博愛寮／アルメイダ病院／ヤマウチ調理食品㈱／㈱ハウスアイラ
ンド／㈱清電社／洗心保育園／鶴崎保育園／よしどめ内科・神経内科クリニック／ゆりかごこども園／東
舞鶴保育園／平倉建設㈱／穂燈舎／大分市老人クラブ連合会／大分市身体障害者福祉協議会連合会／㈲山
村モータース／九州共栄ファミリー㈱／タイセイエンター㈱／稙田こども園／ ( 社福 ) ハーモニー／（医）
三杏会／（医）ヤマウチ循環器クリニック／西産工業㈱／㈲ブンゴヤエンタープライズ／緑が丘こども園
／㈱大信設備機器／極東印刷紙工㈱／寒田ひめやま保育園／ひまわりの家／㈱千代田／松岡保育園／白水
長久苑／㈱松田興業／（社福）吉野誠心会／柞原の里／緑風会／アイリスおおいた／上野愛光保育園／平
岡㈱／玉光苑／㈱大分電設／大分労働衛生管理センター／朝日警備保障㈱／東九興産㈱／（社福）さくら
保育園／南大分保育園／（社福）新友会／（社福）永生会／大分市民生委員児童委員協議会／とりい保育
園／天心保育園／大分市子ども会育成連絡協議会／大分市青少年健全育成連絡協議会／大分郡市医師会／
大分市ボランティア連絡協議会／大分市地域婦人団体連合会／大分市歯科医師会／大分市医師会／大分東
医師会／大分商工会議所

大分市社会福祉協議会ホームページのご案内

HP アドレス ⇢ http://www.oita-syakyo.jp/index.html FaceBook ページ ⇢ https://www.facebook.com/oitasyakyo/ 



（１）平成31年３月15日 大 分 市 共 同 募 金 委 員 会

共同募金にご協力ありがとうございました
　昨年10月１日から年末まで実施しました「赤い羽根共同募金運動」、12月１日から実施しました「歳末たす
けあい運動」に、各自治会からの戸別募金をはじめ、団体・企業の皆様から総額5,590万円あまりをお寄せいた
だきました。
　お寄せいただきました浄財は、大分県共同募金会に集められ、社会福祉施設や社会福祉協議会等に配分され、
福祉を必要とする方々のために役立てられます。
　ここに実績を報告し、厚くお礼を申し上げますとともに、今後とも共同募金に対しまして、ご理解とご協力を
賜りますようお願いします。

大分市共同募金委員会

（医）津田皮膚科クリニック

大分エル・エヌ・ジー㈱

朝日警備保障㈱

（医）星生クリニック

東九総合運輸㈱

イデア総研　税理士法人

旭化成メディカル㈱大分工場

松﨑鉄工㈱

大分魚市㈱

丸一青果㈱

極東興和㈱大分工場

（医）山下循環器科内科

ＨＯＫＯ㈱

㈱ダイカン

㈲サン商工

濱田重工㈱大分支店　

加藤工業㈱　

鶴崎海陸運輸㈱

（医）織部消化器科

（医）嶋津医院

大分製紙㈱　

㈱冨士設計

㈱大分カード

大分リース㈱

（公）鉄道弘済会　大分福祉所

（医）南原クリニック

㈱さかもと

明和プラント工業㈱

大徳電業㈱

極東印刷紙工㈱　

西日本コンサルタント㈱

扶桑工業㈱

大分市医師会立アルメイダ病院

㈱サンライフ

（医）青樹会リバーサイド病院

愛光会

㈱岩田鐵工所

大分興業㈱

㈱オーシー

ＣＳＳ㈱

㈱トヨタレンタリース大分

（医）慈善会　膳所病院

㈱テック・エンジニアリング

㈱セキ土建

㈱大印大分青果

（医）親和会　衛藤病院

野田信建設㈱

九州建設コンサルタント㈱

（医）藤本育成会　大分こども病院

㈱大分放送

（医）啓生会アンジェリッククリニック浦田

王子マテリア㈱大分工場

晃栄産業㈱

野田電機工業㈱

大分朝日放送㈱

新日本消防設備㈱

平岡㈱

㈱伊予銀行大分支店

大分ビル管理㈱

㈲カワベ水産

㈱ヤノメガネ

大道産業㈱

㈱千代田

利光建設工業㈱

㈱サングリーン

㈱利根建設

大陽機材㈱

㈱マリーンパレス

大分トヨタ自動車㈱　

（医）謙誠会　博愛病院

㈲北斗建装

泉福祉会

伊藤内科医院

㈱桃太郎海苔

大分信用金庫

㈱宮本保険事務所

九州東芝エンジニアリング㈱

（医）明和会　佐藤病院

大分液化ガス共同備蓄㈱大分事業所　

㈱都造園土木

大分運輸㈱

丸果大分大同青果㈱

光伸ガス㈱

㈱大分クリーン産業

㈱めの建設

大分県タクシーチケット事業協同組合

堤建設工業㈱

荒川化学工業㈱鶴崎工場　

九州菱倉運輸㈱　

㈱ナナモリ

さくら運輸㈱

平倉建設㈱

㈱古城

（医）友耳会　府内耳鼻咽喉科

㈱大分銀行

㈱カガシヤ

㈱西原パーキング

㈱大分電設

㈲ダイワ空調サービス

㈲東九ビルサービス

日本暖房鉄工㈱

佐伯印刷㈱

野津運送㈱

㈱小野設備工業

㈱大分シャッター

（医）志江留　多田胃腸科医院

㈲大分浄化衛生工業所

あゆみ福祉会

臼杵運送㈱

㈱ざびえる本舗

西産工業㈱

（医）博光会　塚川第一病院

㈱豊和銀行

（医）至誠会　帆秋病院

㈲ファン工業

日照港運㈱

大光炉材㈱大分工場

共同電気工事㈱　

㈲功陽商事

協栄工業㈱

㈱環境整備産業

鬼塚電気工事㈱

新日鐵住金㈱大分製鐵所

大分ゼネラルサービス㈱

新星工業㈱

博陽工業㈱大分工場

㈱佐伯建設

梅林建設㈱

㈱若竹園

岩尾㈱

大分ビルサービス㈱

九州労働金庫大分県本部　

（医）伊東Ｋクリニック

小野高速印刷㈱

トヨタエルアンドエフ大分㈱

大分図書㈱

㈱大分ワコー

（医）大分記念病院

三浦歯科クリニック

㈲安東調剤薬局

（医）靖和会　玄同内科医院

（医）芳樹会みうら皮ふ科クリニック

大分シティメディア㈱

一志会
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街頭募金協力団体

歳末たすけあい募金団体・個人寄付者

永生会

大分福祉会

幸福会

松岳会

新樹会

八幡福祉会

若草会

大分すみれ会

展寿会

竹中校区ボランティア

大分市民生委員児童委員協議会

津留校区

桃園校区

川添校区

百華苑

緑風苑

紅葉苑

ハーモニーの森

やまびこフレンド

玉光苑

第一博愛寮・第二博愛寮

ボランティア明野

ボランティア城南

判田あゆみの会

渡辺　次生 様

大分県農林水産企画課工事技術管理室

大分県経営創造・金融課

大分県ラグビーワールドカップ 2019 推進課

大分市中央仏教会

㈲吉岡鉄筋工業

専念寺　仏教婦人会

城南南町こども会

●大分市母子寡婦福祉会 
●大分市民生委員児童委員協議会 

●大分市社会福祉協議会施設部会 / 大分市特養協議会

●大分市ボランティア連絡協議会

大分市社会福祉協議会

小中島保育園

慈恵福祉会

城南福祉会

杉の木会

吉野誠心会

アップルミント

七瀬陽史会

慶円会

佐藤　みよこ　様

中学校校長会

三佐校区

明野校区

明治校区

白水長久園

ステップ「おおいた」

福祉工場　松岡

森の木

寿志の里

つばさ学園

コンチェルト

ボランティア南大分

鴛野校区ボランティアの会

佐賀関仏教会

大分県高齢者福祉課

辛幸第一幸寿会

大分県畜産振興課

大分県広報広聴課

大分県農村整備計画課

髙司　工 様

須賀老桜会

大分県遺族会

大在福祉会

こばと会

城東保育園

穂燈舎

友愛会

小百合愛児園

ハーモニー

龍華保育園

首藤　恵子　様

小学校校長会

東大分校区

鶴崎校区

別保校区

作業所なかしま

夢・ひこうせん

やまびこ広場

ワークスペース樫の木

特別養護老人ホーム和泉荘

暁雲福祉会

博愛地域総合支援センター

ボランティア豊府

荏隈校区ボランティア

大建労大分支部

明野東町自治会　児童部

大分県商工労働企画課

赤峰　信子 様

大分シティメディア㈱

宗教法人救世主教三佐教会

渡邊　敬三 様

大分市福祉会

樫の木

寿光福祉会

白菊会

長久会

霊山会

和敦会

ラポール

公生会

三佐校区自治委員連絡協議会

小中学校教頭会

日岡校区

高田校区

杉の木会

多機能事業所「おおいた」

新友会

ソレイユ

ラポール

うえの園・清明あけぼの園

長浜校区ボランティア

大分手話サークル「はぐるま」昼の部

南春日町

大分県人権・同和対策課

大分県立病院

大分県私学振興・青少年課

家庭倫理の会大分市

大分県農村基盤整備課

ひがし内科

 （順不同　敬称略）


