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大分市社会福祉協議会では、大分市役所との一体的な計画として策定した「第４期大分市地域
福祉計画・第５次地域福祉活動計画」の基本理念「支え合って共に生きる みんなが主役のまち
づくり」～みんなが主役の支え合いプラン～に基づき、地域福祉推進のため、各種事業に取り組
んでいます。（その一例として、上の写真に示している事業を次のページで紹介します。）
この計画では、住民一人ひとり、地域活動組織、さまざまな関係団体、市社協および市役所が

相互に連携し、それぞれの役割を果たす中で、誰もが住み慣れた地域で個性を活かし、お互いが
支え合い助けあうことにより、安心していきいきと生活できるまちづくりを目指しています。

［令和2年 3月１日 発行］vol.139

地域がつながり支え合う体制づくりを進めています

お　
礼 善意のご寄付をいただき誠にありがとうございます

（令和元年６月～令和元年 12月）敬称略

大分市社協会員会費へご協力ありがとうございました
（令和元年６月～令和元年 12月）敬称略

■ 香典返し寄付
　・大分地区  141 件 ・鶴崎地区 41 件 ・大在地区 14 件 ・坂ノ市地区 60 件
　・大南地区 27 件 ・稙田地区 60 件 ・佐賀関地区 21 件 ・野津原地区 20 件

■ 篤志寄付
宮﨑惠美子（寒田北町）／安藤俊次（由布市）／豊後たんぽぽの会／別保くすの木会／大分市役所フラッグ杯一
同／地球大好き！さくらグループ／ JR九州労組退職者連絡会大分地区本部／新川町内会／首藤郁代（羽屋）

■ 高額寄付（香典返し・篤志）
岡本邦裕（佐賀関）／右田芳明（上田町）／嶋津芳子（中島西）／小池輝美（千葉市）／太田昭（東上野）／森
拓司（牧）／真如苑／Ｂ・Ｆ・Ｃコーポレーション㈱

◆特別会員の紹介◆
藤本整形外科／松岡保育園／キッズアカデミー保育園／グリーンコープ生活協同組合おおいた／創生の里／（社
福）碇山会／すずかけ岡本クリニック／新日本消防設備㈱／森の木／ウィンド／しきどこども園／桜町こども園
／たかおこども園／おぎの台保育園／大分みらい信用金庫府内中央支店／佐伯印刷㈱／垣迫胃腸クリニック／鶴
崎同光園／和光保育園／旦の原保育園／（社福）シンフォニー／㈱エンゼル白衣／㈱環境整備産業／協栄工業㈱
／よしどめ内科・神経内科クリニック／（医）津田皮膚科クリニック／かんがるー保育園／明野台こども園／清
静園／和泉荘／風雅の里上野／夢・ひこうせん／小百合ホーム／大在こども園／山手皮膚科医院／山下循環器科
内科／㈱しんらい保険サービス大分事業所／大分市管工事協同組合／角栄測量設計㈱／㈲大分エンゼル商事／㈲
秀栄社／（社福）グリーンコープ／つばさ学園／第一博愛寮／杉の木園／白寿苑／アルメイダメモリアルホーム
／（医）啓生会／宇野内科医院／衛藤病院／鶴崎保育園／さくら保育園／南大分保育園／ゆりかごこども園／（社
福）大分県盲人協会／NPO法人銀河鉄道／㈱双林社／㈱全日警大分支社／㈲エヌフードサービス／アイリスお
おいた／天心保育園／（医）金谷小児科医院／（社福）大翔会／大分労働衛生管理センター／東九興産㈱／（社
福）ハーモニー／穂燈舎／白水長久苑／ヤマウチ調理食品㈱／平倉建設㈱／㈱千代田／㈱ゴリラ／ゴリラ大分㈱
／とりい保育園／中春日保育園／平岡㈱／稙田こども園／（社福）新樹会／田中耳鼻科／㈱大分電設／たけのこ
保育園／タイセイエンター㈱／太陽電設㈱／坂ノ市こども園／（医）創寿会／㈱栄工社／柞原の里／㈱スプラウ
ト／小中島保育園／城南保育園／朝日警備保障㈱／㈲山村モータース／（医）山内循環器クリニック／（社福）
永生会／㈱大信設備機器／緑が丘こども園／㈱シーアール／㈱清電社／ひまわりの家／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／上野愛光保育園／小野高速印刷㈱／大分市青少年健全育成連絡協議会／
城東保育園／大分市民生委員児童委員協議会／大分郡市医師会／大分市医師会／㈱タツミ電業社／大分商工会議
所／大分市子ども育成会連絡協議会／大分市歯科医師会／大分東医師会／玉光苑／庄の原苑

　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。
　令和元年６月から令和元年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。

大分市社会福祉協議会は皆様からの会費やご寄付により支えられています。

お知
らせ

大分市社会福祉協議会ホームページのご案内

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。

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

災害時支援活動整備事業
（災害ボランティア養成講座）地域福祉推進委員の育成・支援

ふれあい・いきいきサロン事業
（子育てサロン）

大分市地域ふれあいサロン事業
（高齢者サロン）



上記３事業の詳細については、大分市社協ホームページ（http://www.oita-syakyo.jp/index.html）を
ご覧になるか、お電話にてお問い合わせ下さい。皆様のご相談をお待ちしております。
受付日時：月～土　９：00～ 18：00（第２・第４月曜日・祝日・年末年始を除く）
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　市社協では、地域福祉活動の担い手づ
くりを目的に、市内45か所の校（地）
区社会福祉協議会に１～２人ずつ「地域
福祉推進委員」を委嘱しています。
　今年度は、２回の研修会を開催し、各
校（地）区の地域福祉推進委員から、「地
域の高齢者等への見守り・声かけについ
ての校区内での話し合い」や「地域福祉
活動の担い手の確保の方法」について活
動発表をしていただきました。
　今後も、研修会や市社協の地域担当者
を通して地域福祉推進委員への支援を
行っていきます。大分市社会福祉協議会　権利擁護に関する相談窓口のご案内

大分市社会福祉協議会ではこんなお悩み・ご相談について下記の窓口にて対応いたします。

このごろ、お金の支払いを忘れる事が多くなってきた。前は滞納せず
に細かいお金のやり繰りも出来ていたが、今は自信が無くなってきて
いる。通帳や印鑑の場所も忘れがちで、誰かに手助けして欲しいがど
うしたらいいのか分からない…。

離れて暮らす親が、最近認知症になり生活が心配だ。今後の事を考え
ると、親の身近にキーパーソンとなる人が必要なため、成年後見制度
の申立を考えているが、その申立手続き等をどうすればいいのか分か
らない。

今は健康で問題ないけれど、将来の事を考える
と、頼れる人が身近に居ないので不安だ。もし急
な入院や、認知症になった時にどうしよう。誰か
にお願いできないかなぁ…。

　大分市成年後見センターでは「成年後見制度」に
関する様々な相談に対応し、家庭裁判所への申立に
関する手続きや方法についてアドバイス（※）を行
います。また、制度についての全般的な説明や個別
の事例・相談についてもお受けいたします。

　まずは下記の番号にお電話していただき、ご相談
内容を職員にお伝え下さい。
（※大分市成年後見センターでは直接の申立手続
き・代行等は行っておりません）

Aさん

Bさん

Cさん

Cさんの場合

１ページに掲載した写真の事業について紹介します。

地域福祉推進委員の育成・支援

　市社協では、大分市と連携し大規模災
害時に備え、被災者への支援活動を行う
災害ボランティアの育成を行っていま
す。
　今年度は、大分市との共催により、基
礎的な内容での大分市災害ボランティア
養成講座を７月11日に開催し、332名
の方にご参加いただきました。なお、災
害ボランティアとして登録いただいた方
は現在、365名となっています。
　今後は、風水害や震災など被災状況に
応じた支援についてより具体的な養成講
座を開催していきます。

災害時支援活動整備事業
（災害ボランティア養成講座）

大分市地域ふれあいサロン事業
（高齢者サロン）

ふれあい・いきいきサロン事業
（子育てサロン）

お問い合わせ先▶大分市社会福祉協議会 地域福祉係　TEL 547-7418

　この事業は、身近な場所（概ね自治会単
位）で、地域に住む高齢者が集うことによ
る仲間づくり、地域住民のつながりづく
り、介護予防を目的とした活動を支援する
事業です。各サロンへの活動費の助成と運
営リーダー等の育成支援を行っています。
　今年度は、各サロンへのアンケート調
査やサロン連絡会の開催を行い、サロン
の担い手が抱える困りごと等の情報交換
を行いました。その際、担い手の後継者
不足などの課題があがったため、市役所
と連携しながら制度の見直しや個別に相
談対応を行っていくことで、担い手への
支援に努めていきます。
（１月31日時点で市内に306サロン有）

　この事業は、概ね小学校区を範囲とし
た子育て中の親子が気軽に集うことで、
子育ての悩みや思いを共有する仲間を、
より身近な範囲でつくる活動を支援する
事業です。活動費の助成や運営リーダー
等の育成支援を行っています。
　今年度は、研修会でサロンの活動発表
や意見交換の場を設け、情報共有を行い
ました。その際に行ったアンケートでは、
サロン開催時の講師紹介の要望などがあ
り、今後の研修会に反映させていくとと
もに、活動状況や内容等の実態把握を行
いながら、実情に合わせた支援を検討し
ていきます。
（１月31日時点で市内に34サロン有）

Ｊ：COMホルトホール大分３階　大分市成年後見センター　℡ 097-547-7774

「成年後見制度に関する相談及び利用支援」

　この事業は、認知症高齢者・知的障がい者・精神
障がい者等で、本人だけでは物事の判断が難しい方
達に対し、地域で安心して自立した生活を送るため
の支援を行っています。福祉サービスの利用援助は

もちろん、各種利用料のお支払いや、通帳・印鑑・
キャッシュカード等の貴重品を、本人の意思のもと
お預かりし、必要に応じた支援を行います。まずは
お気軽にお電話下さい。

Bさんの場合

Ｊ：COMホルトホール大分３階　あんしんサポートセンター大分　℡ 097-547-8320

「日常生活自立支援事業」

　大分市社協では市内で頼れる身寄りがおらず一人
で暮らしている方に、「任意後見制度」を活用して、
元気な時の緊急時の支援（入院・入所した際の支払
いや物品の購入支援など）から、判断能力低下後も

含め任意後見人として契約者を支援（財産管理・身
上監護など）する事業を行っています。お元気なう
ちから老後の事を考えて備えたい方におすすめで
す。まずはお電話にてお気軽にご相談下さい。

Aさんの場合

Ｊ：COMホルトホール大分３階　やすらぎ生活支援事業担当窓口　℡ 097-547-7196

「やすらぎ生活支援事業」



（１）令和２年３月１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5,300万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

大分リース㈱ （医）津田皮膚科クリニック 大分興業㈱ （医）藤本育成会　大分こども病院
㈱ダイカン 新日本消防設備㈱ ㈱ヤノメガネ 小野高速印刷㈱
佐伯印刷㈱ 野津運送㈱ 松﨑鉄工㈱ ㈱トヨタレンタリース大分
九州環境管理㈱ ㈱都造園土木 大分魚市㈱ ㈲功陽商事
㈱めの建設 加藤工業㈱　 ㈱古城 （医）大分記念病院
伊藤内科医院 ㈱岩田鐵工所 東九総合運輸㈱ 大分エージェンシー㈱
㈱利根建設 大分市医師会立アルメイダ病院 大分トヨタ自動車㈱　 ㈱テック・エンジニアリング

（医）親和会　衛藤病院 協栄工業㈱ 新星工業㈱ （医）織部消化器科
（医）南原クリニック ㈱大分シャッター ㈱サンライフ 九州労働金庫大分県本部　
九鉄工業㈱ （医）至誠会　帆秋病院 ㈲サン商工 野田電機工業㈱
西日本コンサルタント㈱ （医）芳樹会みうら皮ふ科クリニック㈱伊予銀行大分支店 ㈱セキ土建

（医）山下循環器科内科 ＨＯＫＯ㈱ ㈱環境整備産業 ㈱若竹園
（医）友耳会　府内耳鼻咽喉科 大分ビルサービス㈱ トヨタエルアンドエフ大分㈱ ㈱サングリーン
三浦歯科クリニック （医）慈善会　膳所病院 ㈱ざびえる本舗 イデア総研　税理士法人

（医）明和会　佐藤病院 ㈱大分クリーン産業 （医）啓生会アンジェリッククリニック浦田九州菱倉運輸㈱　
鶴崎海陸運輸㈱ ㈲豊通信 ㈲ダイワ空調サービス （医）靖和会　玄同内科医院

（医）謙誠会　博愛病院 ㈲北斗建装 大分信用金庫 丸果大分大同青果㈱
極東興和㈱大分工場 さくら運輸㈱ （医）青樹会　リバーサイド病院 ㈱オーシー
西産工業㈱ ㈱カガシヤ 利光建設工業㈱ 日本暖房鉄工㈱
大分エル・エヌ・ジー㈱ 大陽機材㈱ 大南クリニック 九州建設コンサルタント㈱
㈱大分カード ㈱大分ワコー 大分県タクシーチケット事業協同組合㈱大分放送
極東印刷紙工㈱　 ㈱三井E&Sマシナリー大分工場 博陽工業㈱大分工場 ㈱豊和銀行
㈲三共エアテック 大光炉材㈱大分工場 平倉建設㈱ ㈱西原パーキング

（医）伊東Ｋクリニック 大道産業㈱ ㈱千代田 （医）とよみ会 仲宗根病院
㈱マリーンパレス 九州東芝エンジニアリング㈱ 日本製鉄㈱ 濱田重工㈱大分支店　
㈱大分電設 ㈱小野設備工業 ㈲ファン工業 日照港運㈱
共同電気工事㈱　 堤建設工業㈱ 王子マテリア㈱大分工場 晃栄産業㈱
梅林建設㈱ 大分ビル管理㈱ 明和プラント工業㈱ ㈲大分浄化衛生工業所
岩尾㈱ 丸一青果㈱ ㈱冨士設計 ㈱大洋
鬼塚電気工事㈱ ㈱佐伯建設 荒川化学工業㈱鶴崎工場　 臼杵運送㈱
㈱さかもと 旭化成メディカル㈱大分工場 ㈱桃太郎海苔 扶桑工業㈱
光伸ガス㈱ 大分朝日放送㈱ ㈲安東調剤薬局 朝日警備保障㈱
大徳電業㈱ ㈱宮本保険事務所 ㈱大印大分青果 大分ゼネラルサービス㈱
㈱大分銀行 大分液化ガス共同備蓄㈱ ㈳あゆみ福祉会 ㈳泉福祉会
㈳一志会 ㈳永生会 ㈳大分県遺族会 ㈳大分市社会福祉協議会



大 分 市 共 同 募 金 委 員 会 （２）令和２年３月１日

上記３事業の詳細については、大分市社協ホームページ（http://www.oita-syakyo.jp/index.html）を
ご覧になるか、お電話にてお問い合わせ下さい。皆様のご相談をお待ちしております。
受付日時：月～土　９：00～ 18：00（第２・第４月曜日・祝日・年末年始を除く）

おおいた市社協だより　vol.139｜23｜おおいた市社協だより　vol.139

　市社協では、地域福祉活動の担い手づ
くりを目的に、市内45か所の校（地）
区社会福祉協議会に１～２人ずつ「地域
福祉推進委員」を委嘱しています。
　今年度は、２回の研修会を開催し、各
校（地）区の地域福祉推進委員から、「地
域の高齢者等への見守り・声かけについ
ての校区内での話し合い」や「地域福祉
活動の担い手の確保の方法」について活
動発表をしていただきました。
　今後も、研修会や市社協の地域担当者
を通して地域福祉推進委員への支援を
行っていきます。大分市社会福祉協議会　権利擁護に関する相談窓口のご案内

大分市社会福祉協議会ではこんなお悩み・ご相談について下記の窓口にて対応いたします。

このごろ、お金の支払いを忘れる事が多くなってきた。前は滞納せず
に細かいお金のやり繰りも出来ていたが、今は自信が無くなってきて
いる。通帳や印鑑の場所も忘れがちで、誰かに手助けして欲しいがど
うしたらいいのか分からない…。

離れて暮らす親が、最近認知症になり生活が心配だ。今後の事を考え
ると、親の身近にキーパーソンとなる人が必要なため、成年後見制度
の申立を考えているが、その申立手続き等をどうすればいいのか分か
らない。

今は健康で問題ないけれど、将来の事を考える
と、頼れる人が身近に居ないので不安だ。もし急
な入院や、認知症になった時にどうしよう。誰か
にお願いできないかなぁ…。

　大分市成年後見センターでは「成年後見制度」に
関する様々な相談に対応し、家庭裁判所への申立に
関する手続きや方法についてアドバイス（※）を行
います。また、制度についての全般的な説明や個別
の事例・相談についてもお受けいたします。

　まずは下記の番号にお電話していただき、ご相談
内容を職員にお伝え下さい。
（※大分市成年後見センターでは直接の申立手続
き・代行等は行っておりません）

Aさん

Bさん

Cさん

Cさんの場合

１ページに掲載した写真の事業について紹介します。

地域福祉推進委員の育成・支援

　市社協では、大分市と連携し大規模災
害時に備え、被災者への支援活動を行う
災害ボランティアの育成を行っていま
す。
　今年度は、大分市との共催により、基
礎的な内容での大分市災害ボランティア
養成講座を７月11日に開催し、332名
の方にご参加いただきました。なお、災
害ボランティアとして登録いただいた方
は現在、365名となっています。
　今後は、風水害や震災など被災状況に
応じた支援についてより具体的な養成講
座を開催していきます。

災害時支援活動整備事業
（災害ボランティア養成講座）

大分市地域ふれあいサロン事業
（高齢者サロン）

ふれあい・いきいきサロン事業
（子育てサロン）

お問い合わせ先▶大分市社会福祉協議会 地域福祉係　TEL 547-7418

　この事業は、身近な場所（概ね自治会単
位）で、地域に住む高齢者が集うことによ
る仲間づくり、地域住民のつながりづく
り、介護予防を目的とした活動を支援する
事業です。各サロンへの活動費の助成と運
営リーダー等の育成支援を行っています。
　今年度は、各サロンへのアンケート調
査やサロン連絡会の開催を行い、サロン
の担い手が抱える困りごと等の情報交換
を行いました。その際、担い手の後継者
不足などの課題があがったため、市役所
と連携しながら制度の見直しや個別に相
談対応を行っていくことで、担い手への
支援に努めていきます。
（１月31日時点で市内に306サロン有）

　この事業は、概ね小学校区を範囲とし
た子育て中の親子が気軽に集うことで、
子育ての悩みや思いを共有する仲間を、
より身近な範囲でつくる活動を支援する
事業です。活動費の助成や運営リーダー
等の育成支援を行っています。
　今年度は、研修会でサロンの活動発表
や意見交換の場を設け、情報共有を行い
ました。その際に行ったアンケートでは、
サロン開催時の講師紹介の要望などがあ
り、今後の研修会に反映させていくとと
もに、活動状況や内容等の実態把握を行
いながら、実情に合わせた支援を検討し
ていきます。
（１月31日時点で市内に34サロン有）

Ｊ：COMホルトホール大分３階　大分市成年後見センター　℡ 097-547-7774

「成年後見制度に関する相談及び利用支援」

　この事業は、認知症高齢者・知的障がい者・精神
障がい者等で、本人だけでは物事の判断が難しい方
達に対し、地域で安心して自立した生活を送るため
の支援を行っています。福祉サービスの利用援助は

もちろん、各種利用料のお支払いや、通帳・印鑑・
キャッシュカード等の貴重品を、本人の意思のもと
お預かりし、必要に応じた支援を行います。まずは
お気軽にお電話下さい。

Bさんの場合

Ｊ：COMホルトホール大分３階　あんしんサポートセンター大分　℡ 097-547-8320

「日常生活自立支援事業」

　大分市社協では市内で頼れる身寄りがおらず一人
で暮らしている方に、「任意後見制度」を活用して、
元気な時の緊急時の支援（入院・入所した際の支払
いや物品の購入支援など）から、判断能力低下後も

含め任意後見人として契約者を支援（財産管理・身
上監護など）する事業を行っています。お元気なう
ちから老後の事を考えて備えたい方におすすめで
す。まずはお電話にてお気軽にご相談下さい。

Aさんの場合

Ｊ：COMホルトホール大分３階　やすらぎ生活支援事業担当窓口　℡ 097-547-7196

「やすらぎ生活支援事業」

㈳大分市福祉会 ㈳大在福祉会 ㈳樫の木 ㈳幸福会
㈳順徳会 松岳会 城南福祉会 ㈳白菊会
㈳新樹会 ㈳新友会 ㈳穂燈舎 ㈳杉の木会
㈳長久会 ㈳天心会 ㈳ポプラ会 ㈳八幡福祉会
㈳友愛会 ㈳吉野誠心会 ㈳若草会 ㈳小百合愛児園
㈳アップルミント ㈳大分すみれ会 ㈳ハーモニー ㈳「夢・ひこうせん」
㈳七瀬陽史会 ㈳ラポール ㈳龍華保育園 ㈳慶円会
㈳シンフォニー ㈳寿光福祉会 コールはなみずき 竹中校区ボランティア
稙田公民館 天使の子育て一同 高野山真言宗 宝生山 正光寺

大分市民生委員児童委員協議会 小学校校長会 日本赤十字社大分県支部

＜街頭募金協力団体＞
●大分市母子寡婦福祉会 ●ガールスカウト大分県連盟
●大分市民生委員児童委員協議会
吉野校区 稙田校区 東稙田校区 宗方校区
横瀬校区 寒田校区 敷戸校区 鴛野校区
大在校区 賀来校区 野津原校区 坂ノ市校区
小佐井校区 丹生校区 佐賀関校区

●大分市社会福祉協議会施設部会/大分市特養協議会
森の木 緑風苑 福祉工場 松岡 第一博愛寮・第二博愛寮
杉の木会 博愛地域総合支援センター 特別養護老人ホーム寿志の里 うえの園・清明あけぼの園
大分県盲人協会 創生の里 紅葉苑 つばさ学園
新友会 樫の木 暁雲福祉会 シンフォニー
清流苑 特別養護老人ホーム白水長久園 やまびこフレンド やまびこ広場
ラポールマルシェ 特別養護老人ホーム玉光苑 大分市福祉会 アップルミント
幸福会

●大分市ボランティア連絡協議会
ボランティア南大分 判田あゆみの会 長浜校区ボランティア ボランティア金池
ボランティア豊府 鴛野校区ボランティアの会 大分手話サークル「はぐるま」昼の部 ボランティア城南
荏隈校区ボランティア

<歳末たすけあい募金団体・個人寄付者>
佐賀関仏教会 大分シティメディア㈱ 南春日町自治会 明野東町自治会 児童部
家庭倫理の会大分市 加藤　宏子 様 赤峰　信子 様 専念寺 仏教婦人会
大分市中央仏教会 辛幸第一幸寿会 東　　康子 様

大分県食品・生活衛生課 大分県経営創造・金融課 大分県商工観光労働企画課 大分県雇用労働政策課
大分県生活環境企画課 大分県大分土木事務所 大分県立病院 大分東警察署
大分県市町村振興課 大分県政策企画課 大分県医療政策課 大分県うつくし作戦推進課

（順不同　敬称略）



上記３事業の詳細については、大分市社協ホームページ（http://www.oita-syakyo.jp/index.html）を
ご覧になるか、お電話にてお問い合わせ下さい。皆様のご相談をお待ちしております。
受付日時：月～土　９：00～ 18：00（第２・第４月曜日・祝日・年末年始を除く）

おおいた市社協だより　vol.139｜23｜おおいた市社協だより　vol.139

　市社協では、地域福祉活動の担い手づ
くりを目的に、市内45か所の校（地）
区社会福祉協議会に１～２人ずつ「地域
福祉推進委員」を委嘱しています。
　今年度は、２回の研修会を開催し、各
校（地）区の地域福祉推進委員から、「地
域の高齢者等への見守り・声かけについ
ての校区内での話し合い」や「地域福祉
活動の担い手の確保の方法」について活
動発表をしていただきました。
　今後も、研修会や市社協の地域担当者
を通して地域福祉推進委員への支援を
行っていきます。大分市社会福祉協議会　権利擁護に関する相談窓口のご案内

大分市社会福祉協議会ではこんなお悩み・ご相談について下記の窓口にて対応いたします。

このごろ、お金の支払いを忘れる事が多くなってきた。前は滞納せず
に細かいお金のやり繰りも出来ていたが、今は自信が無くなってきて
いる。通帳や印鑑の場所も忘れがちで、誰かに手助けして欲しいがど
うしたらいいのか分からない…。

離れて暮らす親が、最近認知症になり生活が心配だ。今後の事を考え
ると、親の身近にキーパーソンとなる人が必要なため、成年後見制度
の申立を考えているが、その申立手続き等をどうすればいいのか分か
らない。

今は健康で問題ないけれど、将来の事を考える
と、頼れる人が身近に居ないので不安だ。もし急
な入院や、認知症になった時にどうしよう。誰か
にお願いできないかなぁ…。

　大分市成年後見センターでは「成年後見制度」に
関する様々な相談に対応し、家庭裁判所への申立に
関する手続きや方法についてアドバイス（※）を行
います。また、制度についての全般的な説明や個別
の事例・相談についてもお受けいたします。

　まずは下記の番号にお電話していただき、ご相談
内容を職員にお伝え下さい。
（※大分市成年後見センターでは直接の申立手続
き・代行等は行っておりません）

Aさん

Bさん

Cさん

Cさんの場合

１ページに掲載した写真の事業について紹介します。

地域福祉推進委員の育成・支援

　市社協では、大分市と連携し大規模災
害時に備え、被災者への支援活動を行う
災害ボランティアの育成を行っていま
す。
　今年度は、大分市との共催により、基
礎的な内容での大分市災害ボランティア
養成講座を７月11日に開催し、332名
の方にご参加いただきました。なお、災
害ボランティアとして登録いただいた方
は現在、365名となっています。
　今後は、風水害や震災など被災状況に
応じた支援についてより具体的な養成講
座を開催していきます。

災害時支援活動整備事業
（災害ボランティア養成講座）

大分市地域ふれあいサロン事業
（高齢者サロン）

ふれあい・いきいきサロン事業
（子育てサロン）

お問い合わせ先▶大分市社会福祉協議会 地域福祉係　TEL 547-7418

　この事業は、身近な場所（概ね自治会単
位）で、地域に住む高齢者が集うことによ
る仲間づくり、地域住民のつながりづく
り、介護予防を目的とした活動を支援する
事業です。各サロンへの活動費の助成と運
営リーダー等の育成支援を行っています。
　今年度は、各サロンへのアンケート調
査やサロン連絡会の開催を行い、サロン
の担い手が抱える困りごと等の情報交換
を行いました。その際、担い手の後継者
不足などの課題があがったため、市役所
と連携しながら制度の見直しや個別に相
談対応を行っていくことで、担い手への
支援に努めていきます。
（１月31日時点で市内に306サロン有）

　この事業は、概ね小学校区を範囲とし
た子育て中の親子が気軽に集うことで、
子育ての悩みや思いを共有する仲間を、
より身近な範囲でつくる活動を支援する
事業です。活動費の助成や運営リーダー
等の育成支援を行っています。
　今年度は、研修会でサロンの活動発表
や意見交換の場を設け、情報共有を行い
ました。その際に行ったアンケートでは、
サロン開催時の講師紹介の要望などがあ
り、今後の研修会に反映させていくとと
もに、活動状況や内容等の実態把握を行
いながら、実情に合わせた支援を検討し
ていきます。
（１月31日時点で市内に34サロン有）

Ｊ：COMホルトホール大分３階　大分市成年後見センター　℡ 097-547-7774

「成年後見制度に関する相談及び利用支援」

　この事業は、認知症高齢者・知的障がい者・精神
障がい者等で、本人だけでは物事の判断が難しい方
達に対し、地域で安心して自立した生活を送るため
の支援を行っています。福祉サービスの利用援助は

もちろん、各種利用料のお支払いや、通帳・印鑑・
キャッシュカード等の貴重品を、本人の意思のもと
お預かりし、必要に応じた支援を行います。まずは
お気軽にお電話下さい。

Bさんの場合

Ｊ：COMホルトホール大分３階　あんしんサポートセンター大分　℡ 097-547-8320

「日常生活自立支援事業」

　大分市社協では市内で頼れる身寄りがおらず一人
で暮らしている方に、「任意後見制度」を活用して、
元気な時の緊急時の支援（入院・入所した際の支払
いや物品の購入支援など）から、判断能力低下後も

含め任意後見人として契約者を支援（財産管理・身
上監護など）する事業を行っています。お元気なう
ちから老後の事を考えて備えたい方におすすめで
す。まずはお電話にてお気軽にご相談下さい。

Aさんの場合

Ｊ：COMホルトホール大分３階　やすらぎ生活支援事業担当窓口　℡ 097-547-7196

「やすらぎ生活支援事業」



おおいた市社協だより　vol.139｜41｜おおいた市社協だより　vol.139

大分市社会福祉協議会では、大分市役所との一体的な計画として策定した「第４期大分市地域
福祉計画・第５次地域福祉活動計画」の基本理念「支え合って共に生きる みんなが主役のまち
づくり」～みんなが主役の支え合いプラン～に基づき、地域福祉推進のため、各種事業に取り組
んでいます。（その一例として、上の写真に示している事業を次のページで紹介します。）
この計画では、住民一人ひとり、地域活動組織、さまざまな関係団体、市社協および市役所が
相互に連携し、それぞれの役割を果たす中で、誰もが住み慣れた地域で個性を活かし、お互いが
支え合い助けあうことにより、安心していきいきと生活できるまちづくりを目指しています。

［令和2年 3月１日 発行］vol.139

地域がつながり支え合う体制づくりを進めています

お　
礼 善意のご寄付をいただき誠にありがとうございます

（令和元年６月～令和元年 12月）敬称略

大分市社協会員会費へご協力ありがとうございました
（令和元年６月～令和元年 12月）敬称略

■ 香典返し寄付
　・大分地区  141 件 ・鶴崎地区 41 件 ・大在地区 14 件 ・坂ノ市地区 60 件
　・大南地区 27 件 ・稙田地区 60 件 ・佐賀関地区 21 件 ・野津原地区 20 件

■ 篤志寄付
宮﨑惠美子（寒田北町）／安藤俊次（由布市）／豊後たんぽぽの会／別保くすの木会／大分市役所フラッグ杯一
同／地球大好き！さくらグループ／ JR九州労組退職者連絡会大分地区本部／新川町内会／首藤郁代（羽屋）

■ 高額寄付（香典返し・篤志）
岡本邦裕（佐賀関）／右田芳明（上田町）／嶋津芳子（中島西）／小池輝美（千葉市）／太田昭（東上野）／森
拓司（牧）／真如苑／Ｂ・Ｆ・Ｃコーポレーション㈱

◆特別会員の紹介◆
藤本整形外科／松岡保育園／キッズアカデミー保育園／グリーンコープ生活協同組合おおいた／創生の里／（社
福）碇山会／すずかけ岡本クリニック／新日本消防設備㈱／森の木／ウィンド／しきどこども園／桜町こども園
／たかおこども園／おぎの台保育園／大分みらい信用金庫府内中央支店／佐伯印刷㈱／垣迫胃腸クリニック／鶴
崎同光園／和光保育園／旦の原保育園／（社福）シンフォニー／㈱エンゼル白衣／㈱環境整備産業／協栄工業㈱
／よしどめ内科・神経内科クリニック／（医）津田皮膚科クリニック／かんがるー保育園／明野台こども園／清
静園／和泉荘／風雅の里上野／夢・ひこうせん／小百合ホーム／大在こども園／山手皮膚科医院／山下循環器科
内科／㈱しんらい保険サービス大分事業所／大分市管工事協同組合／角栄測量設計㈱／㈲大分エンゼル商事／㈲
秀栄社／（社福）グリーンコープ／つばさ学園／第一博愛寮／杉の木園／白寿苑／アルメイダメモリアルホーム
／（医）啓生会／宇野内科医院／衛藤病院／鶴崎保育園／さくら保育園／南大分保育園／ゆりかごこども園／（社
福）大分県盲人協会／NPO法人銀河鉄道／㈱双林社／㈱全日警大分支社／㈲エヌフードサービス／アイリスお
おいた／天心保育園／（医）金谷小児科医院／（社福）大翔会／大分労働衛生管理センター／東九興産㈱／（社
福）ハーモニー／穂燈舎／白水長久苑／ヤマウチ調理食品㈱／平倉建設㈱／㈱千代田／㈱ゴリラ／ゴリラ大分㈱
／とりい保育園／中春日保育園／平岡㈱／稙田こども園／（社福）新樹会／田中耳鼻科／㈱大分電設／たけのこ
保育園／タイセイエンター㈱／太陽電設㈱／坂ノ市こども園／（医）創寿会／㈱栄工社／柞原の里／㈱スプラウ
ト／小中島保育園／城南保育園／朝日警備保障㈱／㈲山村モータース／（医）山内循環器クリニック／（社福）
永生会／㈱大信設備機器／緑が丘こども園／㈱シーアール／㈱清電社／ひまわりの家／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／上野愛光保育園／小野高速印刷㈱／大分市青少年健全育成連絡協議会／
城東保育園／大分市民生委員児童委員協議会／大分郡市医師会／大分市医師会／㈱タツミ電業社／大分商工会議
所／大分市子ども育成会連絡協議会／大分市歯科医師会／大分東医師会／玉光苑／庄の原苑

　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。
　令和元年６月から令和元年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。

大分市社会福祉協議会は皆様からの会費やご寄付により支えられています。

お知
らせ

大分市社会福祉協議会ホームページのご案内

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。

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

災害時支援活動整備事業
（災害ボランティア養成講座）地域福祉推進委員の育成・支援

ふれあい・いきいきサロン事業
（子育てサロン）

大分市地域ふれあいサロン事業
（高齢者サロン）


