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長与町社会福祉協議会だより

※この情報誌は、皆さまから寄せられた共同募金の助成を受けて作成されています。

エンジョイデー　道の尾保育園とのぞみ保育園の子ども達による出し物
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次 長　平野 勝義　様

　新年あけましておめでとうございます。
　町民の皆さまには、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、私ども長与町社会福祉協議会の活動に対しまして、深いご理解と
格別のご支援、ご協力を賜り、心よりお礼と感謝を申し上げます。
　昨年 10 月 25 日、長与町老人福祉センター大ホールにおいて「第 40 回

エンジョイデー」を開催しました。普段、他の人と話したり活動したりする機会の少ない参
加者が、多くの方々と楽しく交流ができて、とても喜んでおられました。改めて、人と人との
つながりの有りがたさ、つながりの温かさを感じた一時でした。
　つながると言えば、今年4月 30日に天皇陛下が退位され、翌5月 1日に皇太子さまが即位
されます。元号も平成から新しい元号へと変わり、新しい時代の幕開けを迎えます。私どもは
これまでのよき伝統は引き継ぎながら、多くの皆さまとつながって参りたいと考えています。
　現在町内では、80 歳代が 2,342 名、90 歳代が 638 名（H30.9.30 現在）という高齢化社
会を迎えていますが、私ども社会福祉協議会は「誰もが住み慣れた地域で安心して生き生き
と暮らせる地域づくり」をめざし、町当局、自治会長、民生委員児童委員、福祉関係者等の
皆さまのご支援、ご協力を賜りながら、地域福祉の充実、向上に取り組んで参る所存でござ
います。今後とも、なお一層のご支援、ご協力を心からお願い申し上げます。
　結びに、皆さまにとりまして、この一年が幸多き年となりますように心からご祈念申し上
げ、新年のご挨拶といたします。

新年挨拶

長与町社会福祉協議会　会長　黒田　義和

　この式典は共同募金運動に対して永年にわたりご協力いただいている
ことへの感謝の意を表すために行われ、本町からは 5年間連続でご寄付
をいただいている十八銀行長与支店様が受賞されました。「今後も頑張り
ます。」と力強く意気込みをお話されていました。

長崎西彼農業協同組合じげもん長与様、生活協同組合
ララコープ LaLa ながよ店様、長与町役場様、エレナ長
与店様、マックスバリュ長与中央店様、マックスバリュ
長与店様、イオンタウン長与様、長与第二中学校様、
長与町民生委員児童委員協議会様           （順不同）

　～街頭募金・バザーへのご協力ありがとうございました～

　お寄せいただいた募金とバザーの売上げは支援を必要とし
ている方々への取り組みへ全額活用されます。

街頭募金にご協力いただきました団体の皆さま
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・（株）十八銀行 長与支店 様　　・社会福祉法人 のぞみ会 のぞみの杜 様
・イオンタウン長与 管理事務所 様　　・カットコムズ 長与店様　　・ゆめソーラー 様

　10 月 25 日（木）長与町老人福祉センター大ホールにおいて、賑やかに開催されました。
　このイベントは、普段お一人暮らしをされているご高齢の方々に、1日楽しく過ごしていただ
きたいとの想いから、長与町民生委員児童委員協議会と長与町社会福祉協議会が主催しているイ
ベントです。当日は様々な演目が披露され、笑い声と拍手、たくさんの笑顔が会場に溢れました。

　平成 30 年 10 月、赤い羽根共同募金運動へのご協力について、地域の団体（法人）様へ
ご案内させていただきましたところ、以下の皆さまからご協力を賜りました。
　皆さまからの募金は、安心して暮らせる「福祉のまちづくり」に活用させていただきます。

赤い羽根共同募金　ご協力団体（法人）様　ご紹介

百寿会 婦人部（民踊） オカリナハーモニー（演奏） ハワイアン フラリコ（フラダンス）

三彩男組（民踊） 社協（寸劇） じゃんけん大会
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　ファミリーサポートセンターは、地域で子育
てを応援する住民参加による有償のたすけあい
活動です。ママ・パパが困っている時にお手伝
いしてくださる方、活動に興味がある方は是非
ご参加ください。

長与町ファミリーサポートセンター
新規協力会員養成講習会　開催♪

長与町ファミリーサポートセンター
担当：浦・浦岡　TEL：095-883-7760

9：00 ～ 12：30（予定）

子育てに関する講話・実技

①③④　　長与町老人福祉センター
②　　高田保育所

　毎年、社会福祉協議会では町内4小学校 4年
生の授業の一環で、車イス体験やアイマスク体
験、点字体験等を行っています。
　障がい者の方達から、児童の皆さんに普段の
生活や工夫していること、困ったこと等を直接
お話していただき、障がいについての理解を深
める交流をしています。
　福祉に興味・感心を持つきっかけづくりとし
て取り組んでおり、授業後には「車イスでは少
しの段差でも大変だっ
た。」「色んな便利グッ
ズを知れて良かった。」
等の感想もいただいて
います。

町内小学校　
　体験と交流で福祉を勉強しています

 締 切
平成31年
  1/8

平成31年①１/12② 1/19③ 1/26④ 2/2
※4回で終了の講習会になります。

開催日

時　間

場　所

内　容

申込み

開所日  平日 9：00 ～ 17：00　※土・日・祝日休み

問合せ  TEL：095-883-7760（代）　　
　  　　　  　 095-883-7755（直）

場　所  長与町老人福祉センター内

困ったなぁ・・・

■■ 弁護士による法律相談会（無料）
　月に一度、開催しています。開催日の前日に
町内放送にてお知らせしています。
開催日：原則、毎月最終土曜日
時　間：9：30～ 12：00
※相談時間は一人 20分程度です。
※先着順でのご案内です。予約はできません。

■ 常勤の相談員による相談受付（無料）
　日常生活上のあらゆる心配ごとの相談をお受け
いたします。相談所だけでは対応できない場合、
関係機関の紹介や情報提供を行います。お気軽に
ご来所ください。

労 働

ご近所問題

家族問題

金銭貸借

介 護

相 続

離 婚 

住 宅

結 婚

教育問題
事 故

財 産

苦 情

　体験を通じて、地域
で困っている人を見か
けたら、「お手伝い出来
ることありますか？」と
誰もが声をかけられる
長与になってほしいで
すね。



No.122
2019.1 5

高齢者相互の「ふれあい」と
　　　　　　　　　「仲間づくり」
　ふれあい喫茶は老人クラブ「青葉会」の
役員や声かけ見守り活動を行っているメン
バーにより、平成 30 年 4 月に始まりまし
た。「気楽に行ける場」としてお茶を飲み
ながらお話を楽しむことを主な目的とし、
時には体操やお化粧教室、蕎麦打ち体験な
どのイベントも行っています。
　また、自治会員に趣味や特技を持つ方が
おり、これまでに革を使って作品を作る
レザークラフト体験や茶道の先生によるお
茶会など地域の方々の協力も得ながら取り
組まれています。

長与町内の住民参加による取り組み
青葉台自治会「ふれあい喫茶」
◆ 開催日：毎月第 2日曜日
◆ 時　間：13：30～ 15：30
◆ 場　所：青葉台公民館
◆ 参加費：100 円

「こういう機会がないと会わんとさね」
　全国的に「つながりの希薄化」が地域の課題となって
いるなか、ふれあい喫茶は定期的に顔を合わせるきっか
けとなっています。参加者もそれを感じており、喫茶で
は雑談だけでなく、お互いの様子や地域の気になること
などの情報交換を行っています。
　また、青葉台自治会では住民同士の交流会として行う
「ふれあい大会」や高齢者への声かけ見守り活動、介護
予防を目的とした「青葉台生き生きサロン」などにも取
り組んでいます。

～ 始めたきっかけ ～

　お一人暮らしで自宅で過ごすことが多い方がおら
れ、同じような方が気軽に集まり、仲間づくりをで

きる場ができないかと思いこ
の喫茶を始めました。

抹茶の準備

抹茶とお茶菓子

運営ボランティアの皆さま

　地域の皆さんのご協力もあ
り、定期的に集まることがで
きています。顔なじみの輪を
広げ、より健康的で楽しい生
活を送っていただけるよう取
  り組んでいます。
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※個人情報保護法に基づき、同意を頂いた方のみ掲載しております。

ご寄付ありがとうございました
（平成 30年 10月 1日～平成 30年 11月 30日   受付）

善意のご寄付

＊長与町社会福祉協議会では、車椅子等の福祉用具の無料貸し出しを行っています。
編集 /発行：長与町社会福祉協議会　長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 431-1　TEL：095-883-7760

編集後記

作成：就労継続支援B型事業所　ほほえみの家　「ふれあい工房」
2018 年 12 月 26 日　発行

問合せ

問合せ

長与町ボランティアセンター
担 当：横田　TEL：095-883-7588

長与町ボランティアセンター
担 当：柳原　TEL：095-883-7588

　皆さまから寄せられた香典返しや篤志寄付は、善意の
寄付として、町内の地域福祉の推進活動等に有効活用さ
せていただいております。
　香典返しをご寄付いただいた方には、本会より挨拶状
（忌明け礼状）の印刷を行っております。なお、いただ
いた寄付金は税額控除の対象となります。

　本会の取り組みにご賛同いただいた企業・施設等の皆さまより、社協特別会費のご協力を賜りました。心より
厚く感謝申し上げます。
　皆さまからの会費は、地域の福祉充実のために大切に使わせていただきます。

平成 30年度　社協特別会員ご紹介

　一人暮らしの高齢者を対象とした、会食型の食
事サービスボランティアの団体です。旬のものを
使った、美味しく健康的なお食事を 50 食程作っ
ています。一緒に美味しいお食事を作りませんか。

■ 第 4水曜日　9：00～ 13：00頃
■ 勤労青少年ホーム 3 階 調理室

　壊れたおもちゃをお持ちください。ボランティ
アのドクター達が無料で診察・修理します。
※お越しの際は公共交通機関、又は有料駐車場を
　ご利用ください。
■ 開催日時：平成 31年 1月 19日（土）
　　　　　　 10：00～16：00（受付14：00まで）
■ 開催場所：老人福祉センター　１階大ホール
■ 費　　用：原則無料ですが、交換した部品代を
　　　　　　  頂く場合もあります。

◎香典返し
奥村　眞二　　様（嬉里郷　亡妻　 衣世子　様）
山川　惠美子　様（嬉里郷　亡義母 ミノル  様）
古舘　ミサエ　様（高田郷　亡夫　 正美　  様）

　新年が皆さまにとって素晴らしい年となりますよう
心からお祈り申し上げます。2019年は「平成」最後の
年であり、新しい元号の始まりです。この区切りの年
をきっかけに運動、趣味活動、ボランティア活動など
何か新しいことを始めてみませんか♪　（H・T・H）


