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ファミリーふれあいボランティア活動報告
伊佐市社協ボランティアセンターでは、思いやりの心･支え合う気持ちを育み、福祉に対す
る理解を深め、自ら進んで行うボランティア活動参加へのキッカケとなる事を目的とし、ゴミ
拾い清掃イベントを実施し、小･中･高校生･保護者の皆さんに参加していただきました！

7/26(日) 夏祭り後 清掃活動
7/25夜の夏祭りの翌朝7/26は、天候不良で小雨もぱらつく中、42名の児童･生徒や保護者の皆さんにお
集まりいただき、会場となった大口元町商店街通り沿い付近など1時間ほど清掃活動を行いました！

8/2(日) 花火大会後 清掃活動
8/1夜の花火大会の翌朝8/2は、36名の児童･生徒や保護者の皆さんにお集まりいただき、会場となった
市総合グラウンド付近の堤防沿いや轟公園など1時間ほど清掃活動を行いました！

ボランティア清掃活動を主催して…伊佐市の夏を彩る夏祭り･花火大会ですが、楽しい行事の裏側
には大量のゴミが出るという面もあります。一方で、早朝からボランティアで集まった児童･生徒の
皆さんの"伊佐の町がキレイであってほしい"という意識の高さと郷土愛を感じました。
キレイになった会場周辺を見ながら、爽やかな汗と共に、"このような活動の輪が広がることが
「思いやりの心」を育んでいくのだな～"と思いました。
来年以降も社協で地域福祉活動の一環として、ボランティア清掃活動を企画したいと考えており
ますので、その際にはひとりでも多くの参加をお待ちしています！
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サマーボランティア活動報告
毎年恒例で受け入れてくださる社会福祉法人 大一会の各施設での福祉ボランティア体験。
今年は11名の中高生が参加しました！
例年と異なり今年は大一会の夏祭り大会当日でもあり、その準備も兼ねて大一会の職員･利用者の
皆様と一緒に、夏祭りを作り上げる達成感も感じながらのサマーボランティアでした。

8/8(土) サマーボランティア活動の様子

オリエンテーション☆

施設の説明を聞きました～！

夏祭りの準備に
取り掛かっています！

利用者さんと会話♪

利用者さんと折り紙♪

利用者さんと塗り絵♪

レクレーションの対戦表を
利用者さんと作成♪

職員の方から色々な
話を聞きました☆

舞台設営中です！

職員と利用者さんとの
接し方を学びました☆

利用者さんと軽作業をしました♪

夏祭りの準備も着々と進む中、
サマーボランティア終了でした♪

このサマーボランティアで体験し学んだことを大切に、日々の生活を送っていただければと思い
ます。参加された生徒の皆様、お疲れ様でした！
夏祭りの準備も重なり、普段にも増してお忙しい中、受け入れにご協力頂いた大一会の各施設の
職員の皆様、有り難うございました！
また、来年もサマーボランティアを実施予定です！中高生の皆様、今年参加出来なかった方も来
年はぜひ！参加をしてみませんか？
社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金の一部を使用し作成しています。
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共同募金会では平成25年度から「地域から孤立をなくそう～みんなが社会の一員として包み支え合うし
くみづくり」を全国共通の助成テーマに掲げています。
地域で孤立しがちな高齢者や子育て世代を対象としたサロン活動、引きこもりや不登校の子どもたちを支
える活動等、地域のさまざまな社会的な課題を解決するための活動を支援していきます。

共同募金を通じた被災地支援の取り組み
東日本大震災後も、今年度の鹿児島県内で屋久島町口永良部島噴火災害や桜島噴火による避難準備情報発令
(10/1現在では解除済)、台風15号による山林荒廃･水産施設被害や突風による停電など、様々な被害に見舞われ、
災害は誰にとっても他人事ではなくなってきている現在、共同募金は様々な被災地支援を行っています。

※1

NPO

※2
･
･NPO

※1 災害等準備金とは…各都道府県共同募金会では、災害時に被災地でのボランティアセンターの設置や運営などを
支援する為、赤い羽根共同募金の３％を「災害等準備金」として積み立てています。
※2 災害ボランティアセンターとは…社会福祉協議会が災害発生時に開設し、被災地の支援ニーズの把握･整理を行
うとともに、支援活動を希望する個人や団体の受け入れ調整や、ボランティアをしたい人と援助してほしい人のマッ
チング活動を行っています。また、普段からボランティア市民活動の推進や支援などを行っています。

赤い羽根共同募金は、市民自らの活動を応援する「じぶんの町を良くするしくみ。」です。
今年も、皆さんのあたたかい志をお寄せ下さいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

伊佐市への共同募金配分金にて、以下の事業などを
はじめ、その他多数の事業を実施しております！

赤い羽根共同募金運動の
シンボルキャラクター
「愛ちゃんと希望くん」

本年90歳到達を迎えられる市内在住高齢者の方に対し、記念品を贈呈し、長寿のお祝いを行っております。
記念品については民生委員にご協力をいただき、訪問時にお渡しさせていただいております。
※本年対象の方 : 大正13年10月1日～大正14年9月30日までにお生まれの方

各地域の地域住民ボランティア(３～５名)などによって、各グループ毎の特色ある
サロン活動を助成しております。

上記の他に市内福祉関係をはじめ、各種団体活動への助成を行っております。
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◆会費納入お願いの趣旨
伊佐市社協は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指す、民間の福祉団体(社会福
祉法人)です。伊佐市民の皆さまのご支援をいただき、地域福祉活動を推進しています。
伊佐市民の皆さまが住み慣れた地域で、安心安全に生活出来る地域福祉や在宅福祉をより向上させ
る為に、会費納入にご協力いただき、福祉の担い手として住民参加による福祉を目指す為にお願いし
ております。
伊佐市民の皆さま及び法人･団体等の皆さまには、社協の地域福祉活動にご賛同いただき、住民同士
の支え合い活動をますます発展･活性化していく為に会費納入に、ご協力くださいますようお願いいた
します。
Q 会費は何に使っているの？
A 皆さまからお寄せいただいた会費は、様々な地域福祉活動に活かされています。
皆さまから寄せられた会費は、社協が進める地域福祉活動の重要な事業運営の財源で、法人の運営費
として、大切に活用させていただいております。社協会費制度は、その会費をもとに地域福祉を推進
するという、住民相互の支え合い制度です。
●一般会員(戸別)
伊佐市には273の自治会が存在しますが、
その各地域の世帯を対象としたのが一般会員です。
会費は、世帯の構成(家族数)に関係なく、
一世帯あたり年額300円です。
毎年、皆さんからのたくさんのご厚意に感謝いたします。
●賛助会員
伊佐市内在住で、社協活動や社会福祉に
特に関心のある個人を対象としたのが賛助会員です。
会費は一人あたり年額1,000円です。

●団体会員
伊佐市に籍があり、社協活動や社会福祉に
特に関心のある社会福祉関係機関団体を
対象としたのが団体会員です。
毎年、各団体の皆さまにご賛同いただいております。
会費は、一団体あたり年額5,000円です。
●特別会員
伊佐市に籍があり、社協活動や社会福祉に
特に関心のある一般団体を対象としたのが特別会員です。
会費は、一事業所・団体で一口あたり年額2,000円です。

とき ：10/25(日) 9:00～14:00
ところ：伊佐市大口ふれあいセンター
公益社団法人鹿児島共済会南風病院
院長の福永秀敏先生がご講演されます!!
長年にわたり筋ジストロフィー等の難病医
療、難病患者の在宅医療への取組みと医療安
全対策にご尽力されており、長年のご経験か
らなる心と身体の健康について、ご講演いた
だきます！

ご家庭での
を
バザーへご提供お願いいたします☆
ご提供頂ける方は10/23(金)までに
社協(本所･支所)へお届けください☆
当日は様々な催しを予定しております！
是非、お越しください！！☆
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伊佐市社協の事業紹介
日帰り入浴サービス
『心満たす 心つなぐ やすらぎのまごし温泉』♨
～1日の大まかな流れ～
9時～9時半 バスでお迎え
到着後
お茶・入浴
11時半
昼食 その後は自由時間
(昼寝･おしゃべりなど)
2時
体操･基本チェック
2時半
おやつ
3時
まごし館を出発

◆対象の方
◆利用料金

1日ゆっくりと会話や入浴を楽しみ、身体を休める日に♪
おいしい食事や手作りおやつをお楽しみください☆
グループのご希望により、グラウンドゴルフや輪投げなど
ゲームも準備いたします。

：サロンや老人クラブ、その他団体など団体単位での申込みとなります。
：1回 1,000円 ※月に1～2度のご利用が出来ます。

申込み・問合せなど、下記までご連絡ください！ご利用お待ちしております☆

伊佐市社会福祉協議会

26-4120

高齢者等訪問給食サービス
栄養バランスのとれた昼食・夕食をご自宅までお届けし、
同時に利用者さんにお声掛け・見守りをさせていただく事業です。
多数の方にご利用いただいております！
◆対象の方 ：おおむね60歳以上
◆ご利用料金：1食650円(税込)
※ごはん無しは、550円(税込)です。
◆配食日
：月～土 (※休み：日･祝･年末年始)
◆配送時間 ：昼食10～12時、夕食15～17時
昼食のみ、夕食のみ、昼食･夕食両方等、希望に応じてご利用ください！
まごころ弁当♪をお届けしますよ～

申込みなど、詳細については下記にお問合せください！
26-4120(菱刈地区)、23-0011、22-5606(大口地区)
5

たくさんの善意に感謝いたします。【香典返し・篤志】
～やさしい心をありがとうございます～
社会福祉協議会では、皆様からたくさんのご寄付(香典返し・篤志)をお預かりしております。
お預かりしたご寄付は、市民の皆様の福祉向上の為に大切に使わせていただきます。
今回の掲載は、平成27年8月1日～平成27年8月31日に受け付けたものです。
大変失礼ですが、敬称は略させていただきます。
香典返し・篤志の掲載、故人・金額は、ご寄付者様のご希望のみ掲載しております。
ここに謹んでお悔やみ申し上げ故人のご冥福をお祈り申し上げます。

菱刈本所・大口支所受付(順不同) 8月1日～8月31日受付分
【香典返し】
自治会

ご寄付者名

故人名

金額(円)

自治会

ご寄付者名

故人名

1

埼玉県

根岸 章子

馬門 京子

13

麓町

永山 みよ子

永山 英雄

2

西原

池ノ上 アツ

池ノ上 昭典

14

戸切

小田原 ケイ子

小田原 俊行

3

陣之尾

上之原 育子

上之原 三郎

4

諏訪馬場

江口 スミ子

江口 松男

30,000 16

5

西本町

常盤 チズ

常盤 薩男

6

木ノ氏

田野田 親徳

田野田 タミ

7

木ノ氏

内田 光利

8

戸切

9

里町

10

陣之尾

11

陣之尾

12

白木

15

辺母木

道川内 睦男

道川内 矢

平出水向江

木地山 勝

木地山 隆則

17

大島南

下笠 トヨ子

下笠 勝男

18

高野

尾口 己幸

尾口 マツエ

内田 いつ子

19

重留南

庄屋 正

庄屋 ハツエ

三園 正市

三園 ヒデ

20

徳辺下馬場

東 則雄

荒武 フヂ子

土瀬戸 留吉

土瀬戸 アヤ子

21

比良

小屋 ユキヲ

小屋 淳

湯ノ上 誘子

湯ノ上 齊昭

22

鳥巣上

弓指 睦子

弓指 優

谷村 民子

谷村 隆

23

前目麓

森 眞砂子

森 俊男

茶圓 正克

茶圓 ハツヨ

24

東市山

野元 政則

野元 エミ

金額(円)

訂正とお詫び
ご寄付者名
社協だより29号 6ページ 5月受付 No.55で、 下村 イツ子(誤)
お名前を誤って掲載しました。
↓
訂正しお詫び申し上げます。
下村 いつ子(正)

～祭壇貸付事業のご案内～
葬儀に関するお問合せ･ご相談は、下記までご連絡ください。
伊佐市社協:26-4120 担当携帯(肥後):090-2714-3317

～心配ごと相談のお知らせ～
日常生活の中でお困りの事はありませんか？お悩みの解決の糸口に！
伊佐市社協では、市民の皆様の様々な悩みごとに対し、心配ごと相談を行っており、相談
員が対応致します。(※相談は無料です！尚、相談内容等、個人情報は厳守します。)
日程及び場所
10/7(水)[まごし館(菱刈本所)] 11/4(水)[元気こころ館]
(毎月第1水曜日) 12/2(水)[まごし館(菱刈本所)] 1/6(水)[元気こころ館]
2/3(水)[まごし館(菱刈本所)] 3/2(水)[元気こころ館]

※11月以降から大口地区での実施は、『元気こころ館』になります。
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児童・生徒のふれあいボランティア事業
小・中・高校生はポイントを貯めて活動認定証をもらおう！

☆対象活動
例) 道路･自治会･地域コミュニティ協議会の清掃活動、 社会福祉施設等での活動、
収集･募金活動、高齢者サロン等との交流、文化継承･郷土芸能伝承等

☆利用方法
①

ポイントカードを指定窓口で配布

②

③

ボランティア活動をする

☆カード配布(窓口)
伊佐市社会福祉協議会(本所、支所)、社会福祉施設、
伊佐市内コミュニティ協議会、市内小･中･高等学校

④

窓口でスタンプを
押してもらう
ポイント達成者には
活動認定証を発行

☆ポイントが貯まったら…
10ポイント貯まったら、社協窓口へお持ちください。
社会福祉大会･学校行事等において、『ボランティア活動認定証』を交付いたします。
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