
ベイビーズ

大分Babysの発表の様子
まかや

松岡校区真萱自治会防災会の発表の様子

災害時の地域の互助活動について講演 研修中のボランティアの皆さん

登録できる方

　大分市社会福祉協議会では、市内で大規模災害が発生した際、災害ボランティアセンターや避難所等での
ボランティア活動に協力していただける方の登録募集をしています。皆様方の登録をお待ちしています。

大分県内に住所又は居所を有する方で、登録年度の4月1日現在で満15歳以上の方又は
これらの方で構成するグループ
※ただし、未成年者については、親権者の同意を得た方とします。

　大分市社会福祉協議会では、今後起こり得る大規模災害に備えて、被災者支援の拠点となる災害ボラン
ティアセンターの設置・運営の体制づくりに取り組んでいます。
　去る1月30日には、大分県総合社会福祉会館で、災害ボランティアに今後期待される役割などについて
研修会を実施しました。その中では、中津市社会福祉協議会の吉田瑞穂氏から九州北部豪雨災害にいかに対
応したかという実体験を基にした講演も行われました。
　また、2月20日には、県内から多数のボランティアやNPO関係者が参加して第12回大分県ボランティ
ア・NPO推進大会がホルトホール大分で開催されました。大会では、防災や地域福祉関係など多岐にわた
り活躍されているNPO法人さくらネット代表の石井布紀子氏による講演が行われ、続いて、大分市から東
日本大震災等の復興支援活動を続けている「大分

ベイビーズ

Babys」と、地元で自主防災活動に取り組んでいる「松
岡校区

まかや

真萱自治会防災会」の2つのグループから現在の取組状況について具体的な事例発表が行われました。
　今後とも、災害時に適切な対応ができるよう更なる取組を進めてまいります。

災害ボランティアの登録募集をしています災害ボランティアの登録募集をしています

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　☎（０９７）５４７－７４１９

災害ボランティア研修会災害ボランティア研修会

大分県ボランティア・NPO推進大会大分県ボランティア・NPO推進大会
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地域福祉座談会の様子

地域福祉推進委員研修会の様子

地域福祉の担い手が活動しやすい環境づくりに
取り組んでいます

地域福祉の担い手が活動しやすい環境づくりに
取り組んでいます

地域福祉を推進する人づくり地域福祉を推進する人づくり

　大分市社会福祉協議会では、地域福祉の担い手
が活動しやすい環境づくりを進めるため、校（地）
区社会福祉協議会が開催する地域福祉座談会の支
援に取り組んでいます。
　地域福祉座談会は、地域の方が主体的に話し合
うことで、住民同士の支え合いや助け合いのきっ
かけづくりや福祉のまちづくりへの関心を高める
ことを目的に開催しています。座談会で出された
意見は整理して、
今後の校（地）区社
会福祉協議会活動
に活かされる予定
になっています。

　大分市社会福祉協議会では、地域福祉活動団体の一つ
である校（地）区社会福祉協議会ごとに一人ずつ「地域福
祉推進委員」を委嘱し、研修を行っています。
　平成27年度に実施した2回の研修では、地域福祉の
活性化を目的に、従来からの活動を振り返るとともに、
今後の取組について意見交換を行いました。また、近年
話題となっている水害や地震等の災害にも焦点をあて、
災害時に地域で起こり得ることや必要となる対応、平常
時から必要な取組等について、中津市社会福祉協議会か
ら講師をお招きし、ご講演いただきました。

春日校区社会福祉協議会が開催した地域
福祉座談会に参加された方の声をご紹介
します
•様々な立場からの意見交換が出来て有意義
な時間でした。

•お互いに声を掛けあって、地域のことや住
民を知りたいです。

•様々な課題の伝達徹底が重要だと思います。
これからは情報共有をしていきたいですね。

•私たちが住んでいる周辺地域にはまだまだ
生活しにくい環境が多いと思います。バリ
アフリー化は出来ないでしょうか。

•団塊の世代を地域活動に巻き込むにはどう
すれば良いでしょうか。良いアイデアはな
いでしょうか。

•あらゆる人材の育成が今後は重要なのでは
ないでしょうか。

地域福祉課  地域福祉係　☎（０９７）５４７－７４１８お問い合わせ先
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講 座 の 様 子

頼れる身寄りが
いないので

もしもの時が心配

頼れる身寄りが
いないので

もしもの時が心配

ひきこもりの
生活を

なんとかしたい！

ひきこもりの
生活を

なんとかしたい！ 借金の返済
がうまく
できない！

借金の返済
がうまく
できない！

どこに相談
して良いか
分からない！

どこに相談
して良いか
分からない！

仕事が
なかなか

見つからない！

仕事が
なかなか

見つからない！

認知症が出て
お金の管理が
できない！

認知症が出て
お金の管理が
できない！

課題把握課題把握

　今年度、9月から11月にかけて開催した市民後見人
養成講座が、昨年11月21日（土）で終了となり、40名の
受講生のうち31名の方がすべての講座を修了する事が
できました。本講座は、地域福祉の観点から市民のみな
さまが成年後見業務の担い手として活動できるよう支援
し、地域における権利擁護の推進を図ることを目的とし
て開催しました。

　近年、生活課題は、失業、多重債務、ニート、ひきこもり、認知症など多様化しています。また、一人の方が複
数の課題を抱えているケースも少なくありません。
　自立相談支援事業（大分市からの委託事業）では、経済的困窮・社会的孤立・複合的な課題などあらゆる生活上
の困りごとの解決に向けた支援を行っています。

　相談は無料！ 秘密は守りますので、一人で悩まずお気軽にご相談ください！

生活上の不安や心配ごとについて
　　　　　　　  一緒に解決策を探します！
生活上の不安や心配ごとについて
　　　　　　　  一緒に解決策を探します！

大分市金池南１丁目５番１号　ホルトホール大分４階　☎（０９７）５４７－８３１９

大分市社会福祉協議会　自立生活支援センター

　今年度、9月から11月にかけて開催した市民後見人
養成講座が、昨年11月21日（土）で終了となり、40名の

平成27年度 市民後見人
　　養成講座を終了しました
平成27年度 市民後見人
　　養成講座を終了しました

※困りごとの内容によっては、適切な専門機関や制度を紹介・調整します。

相談窓口

ステップ３ステップ２ステップ１

相談支援の流れ

あなたの抱えている困りご
とや悩みを広く伺います。

目標設定目標設定
課題解決に向けた目標をあ
なたと一緒に設定します。

継続支援継続支援
目標達成に向けて、あなた
のサポートを行います。
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車いすを

貸し出し
ています

車いすを

貸し出し
ています

お 礼 と お 知 ら せ

大分市ボランティアセンターからのお知らせ

善意のご寄付をいただき誠にありがとうございます
（平成27年9月～平成27年12月）　敬称略

●香典返し寄付
•大 分 地 区 106件　　•鶴 崎 地 区 34件　　•大 在 地 区 15件
•坂ノ市地区 31件　　•大 南 地 区 19件　　•稙 田 地 区 47件
•佐賀関地区 26件　　•野津原地区 11件

●篤志寄付
道路会計 長野進／大分商工会議所青年部／楽陶会／判田中学七期生同窓会／地球大好き！さくらグループ／
大分市役所フラッグ杯一同／大分県農業共済組合中西部支所女性部／新川町町内会／上野敏明（田尻）／
野の花の会

●高額寄付（香典返し・篤志）
大津智子（舞鶴町）／大分福祉ハッピー歌謡祭実行委員会／畑中隆晴（敷戸南町）／釘宮磐（錦町）／
宗教法人真如苑／㈱センコー企画

市社協会員会費へご協力ありがとうございました
（平成27年9月～平成27年12月）　敬称略

　市民の皆様をはじめ、企業や団体等多くの方々からいただく会費は、地域福祉を推進するための事業に活
用しています。
　平成27年9月から平成27年12月までに5,000円以上の会費納入をされた特別会員をご紹介します。

●特別会員の紹介
朝日警備保障㈱／平岡株式会社／稙田保育園／城南保育園／㈱マリーンパレス／（社福）碇山会／㈱シーアール
／大分市老人クラブ連合会／坂ノ市こども園／金谷小児科医院／大分市民生委員児童委員協議会／小野高速
印刷㈱／小中島保育園／㈱電操技研

　企業や団体、個人等から寄付された車いすを、一時的に車いすを必要
とされる大分市民の皆様に貸し出しています。
　「旅行に行きたいので1週間借りたい。」「足を骨折したので3ヶ月借
りたい。」などの理由で、多くの方に利用していただいています。

●対 象 者　大分市に住所を有し、自宅療養で歩行困難な方

●貸出期間　6ヶ月以内

●使 用 料　消毒維持管理費として200円

※申込みの際は、印鑑・身分証明書（運転免許証等）をご持参ください。
※入院や入所施設内の利用には貸し出しできません。

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　☎（０９７）５４７－７４１９

44社協だよりの発行には、社協会費や共同募金の配分金が使われています

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。

おおいた市社協だより　第129号
編集と発行　社会福祉法人　大分市社会福祉協議会
〒870－0839  大分市金池南一丁目5番1号 ホルトホール大分4階

TEL 547－8154　FAX 547－9559
ホームページ　http://www.oita-syakyo.jp/
facebook　https://www.facebook.com/oitasyakyo



　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」及び、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6,140万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
ますようお願いいたします。 大分市共同募金委員会

　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」及び、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6,140万円あまりをお寄せいただき
ました。

共同募金にご協力ありがとうございました共同募金にご協力ありがとうございました

津田皮膚科クリニック 伊藤内科医院 （株）岩田鐵工所 臼杵運送（株）

大分エル・エヌ・ジー（株） （株）桃太郎海苔 （株）ざびえる本舗 （株）大洋

朝日警備保障（株） 大分信用金庫 （株）オーシー 西産工業（株）

（株）サン・ダイコー （株）宮本保険事務所 ＣＳＳ（株） よしどめ内科・神経内科クリニック

大分県椎茸農業協同組合 九州東芝エンジニアリング（株） （株）トヨタレンタリース大分 （株）豊和銀行

イデア総研 税理士法人 九鉄工業（株）大分支店 （医）明和会 佐藤病院 （医）慈善会 膳所病院

旭化成ケミカルズ（株）大分工場 大分液化ガス共同備蓄（株）大分事業所 （株）テック・エンジニアリング （有）ファン工業

松﨑鉄工（株） 三井造船（株）大分事業所 （株）セキ土建 日照港運（株）

（医）社団 愛育会 大分魚市（株） 大分運輸（株） （株）大分水産

大光炉材（株）大分工場 丸一青果（株） 丸果大分大同青果（株） 親和会 衛藤病院

極東興和（株）大分工場 光伸ガス（株） 柴田建設（株） 玉井物産（株）

野田信建設（株） （医）山下循環器科内科 （株）大分クリーン産業 九州建設コンサルタント（株）

協栄工業（株） ＨＯＫＯ（株） （医）なつめ会 みぞぐち産婦人科医院 （株）めの建設

大分県電気工事業工業組合 （医）藤本育成会 大分こども病院 （株）環境整備産業 （株）ダイカン

大分県タクシーチケット事業協同組合 （株）大分放送 鬼塚電気工事（株） （株）サン商工

足立医院 新日鐵住金（株）大分製鐵所 濱田重工（株）大分支店 （株）江藤製作所

王子マテリア（株）大分工場 加藤工業（株） 九州菱倉運輸（株） 晃栄産業（株）

新星工業（株） 鶴崎海陸運輸（株） （株）ナナモリ 野田電機工業（株）

博陽工業（株）大分工場 法友建設（株） 大分エージェンシー（株） （医）織部消化器科

さくら運輸（株） （株）佐伯建設 嶋津医院 平倉建設（株）

新日本消防設備（株） 梅林建設（株） 大分製紙（株） （株）栗木精華園

（株）古城 （株）幸葬儀社 （株）若竹園 （株）冨士設計

府内耳鼻咽喉科 （株）伊予銀行大分支店 （株）大分カード （株）大分銀行

大分ビル管理（株） 大分ビルサービス（株） 大分リース（株） （株）カガシヤ

（株）カワベ水産 九州労働金庫大分県支部 （株）トキハ （株）西原パーキング

（医）伊東Ｋクリニック （医）南原クリニック （株）大分電設 大道産業（株）

小野高速印刷（株） トヨタエルアンドエフ大分（株） 明和プラント工業（株） 利光建設工業（株）

（医）八宏会 有田胃腸病院 大分図書（株） （有）西ノ洲自工 日本暖房鉄工（株）

（有）丸信刃物店 （株）サングリーン （株）大分ワコー 極東印刷紙工（株）

佐伯印刷（株） （株）利根建設 （医）大分記念病院 大分三菱自動車販売（株）

西日本コンサルタント（株） 野津運送（株） 大陽機材（株） 三浦歯科クリニック

扶桑工業（株） （株）小野設備工業 （株）マリーンパレス （有）安東調剤薬局

宇都宮整形外科医院 梅高建設（株） 大分県勤労者医療生活協同組合 大分市医師会立アルメイダ病院

（株）大分シャッター 大分トヨタ自動車（株） （株）サンライフ 多田胃腸科医院

（医）とよみ会 仲宗根病院 （医）謙誠会 博愛病院 みうら皮ふ科クリニック リバーサイド病院

（有）北斗建装 旭化成メディカル（株）大分工場 大分朝日放送（株） 岩尾（株）

（財）九州電気保安協会大分支部 大徳電業（株） （株）さかもと 荒川化学工業（株）鶴崎工場

（株）大印大分青果 大分ゼネラルサービス（株） 東九総合運輸（株） （財）鉄道弘済会 大分福祉所

（社）賀来保育園 （社）城南保育園 （社）清静園 （社）清流苑

明治清流苑 （社）南春日保育所 （社）滝尾保育園 （社）作業所「なかしま」

福祉ホーム「しののめ」 多機能型事業所「おおいた」 （社）福祉工場「松岡」 （社）アルメイダメモリアルホーム

（１） 平成28年３月１日 大分市共同募金委員会



街 頭 募 金 協 力 団 体

歳末たすけあい募金団体・個人寄付者

（社）大在こども園 （社）小中島保育園 （社）庄の原苑 （社）ケアハウス庄の原苑

（社）ワークスペース樫の木 （社）やまびこ広場 （社）しらとり子ども園 （社）坂ノ市こども園

（社）さくら保育園 キッズアカデミー保育園 （社）吉野こども園 （社）城東保育園

（社）ゆりかごこども園 （社）泉町保育園 （社）百華苑 （社）洗心保育園

（社）白水長久苑 （社）東稙田保育園 （社）天心保育園 第二博愛寮

（社）寒田ひめやま保育園 （社）明野台保育園 （社）旦の原保育園 （社）松岡保育園

（社）東八幡保育園 （社）東舞鶴保育園 （社）誠寿園 （社）玉光苑

稙田保育園 （社）創生の里 （社）和光保育園 （社）小百合愛児園

（社）そうだ藤の森 （社）シンフォニー （社）ペパーミント （社）とりい保育園

（社）ハーモニーの森 （社）和泉荘 （社）ラポール （社）龍華保育園

（社）鶴崎同光園 （社）みなはるの里 （社）Ｇｒｅｅｎガーデン南大分 （社）風雅の里上野

（社）リバーサイド桃花苑 （社）大分すみれ会 （社）憩いの館 （社）鶴崎保育園

大分市社会福祉協議会

大分市民生委員児童委員協議会 大分市自治委員連絡協議会 中学校校長会 小学校校長会

小中学校教頭会 日本赤十字社大分県支部

●大分市保育協会 ●大分市母子寡婦福祉会 ●ガールスカウト大分地区

●大分市民生委員児童委員協議会

滝尾地区 東大分校区 日岡校区 津留地区

桃園校区 川添校区 明野地区 高田校区

判田校区 鶴崎校区 明治地区 三佐校区

別保校区 松岡校区 戸次地区

●大分市社会福祉協議会施設部会／大分市特養協議会

緑風苑 玉光苑 風雅の里上野 清流苑

アルメイダメモリアルホーム 創生の里 白水長久苑 龍和会

森の木 樫の木 うえの園 つばさ学園

アップルミント あけぼの学園 やまびこ広場 福祉工場 「松岡」

杉の木会 ハーモニーの森 暁雲福祉会 博愛会

マルシェ シンフォニー 新友会 大分県盲人協会

大分市福祉会

●大分市ボランティア連絡協議会

荏隈 長浜 豊府 小佐井

鴛野 金池 南大分 城南

明野 あした葉会 判田あゆみの会 はぐるま昼の部

赤峰　信子 様 吉本　正 様 高崎自治会文化祭 明野東町自治会児童部

緑が丘連合自治会 春日校区民生委員協議会 ガールスカウト大分県第6団 歳末たすけあい餅つきボランティア

大分市中央仏教会 家庭倫理の会大分市 辛幸第一幸寿会 佐賀関仏教会

（宗）三佐教会 大分ヤクルト販売（株） 大分豊府高校生徒会 大分県建設合同労働組合大分支部

大分県立病院 大分県産業科学技術センター 大分市立エスペランサ・コレジオ 大分県湾港課

大分県農林水産企画課・農地農振室・工事技術管理室 大分県畜産振興課・畜産技術室 大分県都市計画課 大分県教育改革・企画課

大分県防災危機管理課 県議会事務局 大分県生活環境企画課 大分県 商工労働企画課 経営金融支援室

大分県教育人事課 大分県障害福祉課 大分県地域福祉推進室 大分県中部振興局

   　　　　　（順不同　敬称略）

平成28年３月１日 （２）大分市共同募金委員会


