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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。
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二人一組での柔軟
体操

地元の方と顔見知りに

「あ～キツか！」でも頑張るぞ！

（開催日時）第 1火曜日　10時 00分～ 11時 30分
　　　　　   第 3 火曜日　10時 00分～ 12時 30分
（年 会 費）2,000 円　　会 場：斉藤集落センター

　今年で 6年目となる斉藤いきいきサロンは 60歳代から 80歳代までの男女 35名で活動されてい
ます。元々、代表を務める松永さんが地元の方と顔見知りになりたいとの思いがあり、また、転倒
予防教室のご経験もあったことなどからサロ
ン活動が始まりました。参加者からは「こう
やって顔を合わせる機会が少ない。」との声
もあり、定期的に顔を合わせる大切な機会と
なっています。

　第 1火曜日は運動を中心に、第 3火曜日は運動のほか外部講師に
よる講話やクリスマス会、外出が少ない方も多いためバスでのお出
かけなども多く取り入れています。運動は汗をかくほどの内容で、
参加者からは「キツか！」と声がもれることも。しかし、皆さん笑
顔で体を動かしています。
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　長崎県（長崎市）は、共同募金発祥の地です。大正 10（1921）年日本で最初に共同募金が
始まりました。
　長与町では、10 月から始まる「赤い羽根募金」、12 月から始まる「地域歳末たすけあい運
動募金」を中心に活動しています。皆様からお寄せいただいた募金は、自分の町を良くするし
くみのために活用されています。

じぶんの町を良くするしくみ。共同募金

長与町「赤い羽根募金」の使いみち

ふれあい広場の祭典健康ふれあい大会

街頭募金額　49 , 7 5 5 円

ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

街頭募金活動にご協力いただいた皆様（順不同）

赤い羽根募金　～街頭募金～

イオンタウン長与様 / マックスバリュ長与中央店様 / マックスバリュ長与店様 / 長与町役場様 / 生活協同組合
ララコープ LaLa ながよ店様 /長崎西彼農業協同組合じげもん長与店様 /ママのセンター長与店様 /エレナ長与
店様 /マルキョウ長与店様 /長与第二中学校様 /長与南小学校様 /長与北小学校様 /長与小学校様 /長与町民生
委員児童委員協議会様 /長与町青少年育成連絡協議会様 /長与町手をつなぐ育成会様 /長崎地区保護司会北3分
区長与支部様 /長与町子ども会育成連絡協議会様 /長与町障害者団体連絡協議会様 /長与町身体障害者福祉協会様

☆ 対象要件　対象項目により異なります。お問い合わせください。
☆ 問合せ受付時間　月～金曜日（土日祝日を除く）9：00～ 17：30
※申請後、必ずしも決定されるとは限りません。決定は、配分委員会で行います。
※ご家庭にご寄付いただけるお米や缶詰・麺類等がございましたら、ご連絡ください。
　 お見舞い品として活用させていただきます。

長与町社会福祉協議会（総務課　金﨑）　電話　095-883-7760　FAX　095-883-7802

長与町社会福祉協議会又はhttp://nagayoswc.org/　で検索してください。

令和元年度　「地域歳末たすけあい運動募金見舞金」申請手続きについて
地域歳末たすけあい運動募金を下記の方へ見舞金として助成します。

本会（長与町老人福祉センター 1階総務課）へ
11月 25日（月）までに申請書他必要書類を提出

地区民生委員へ 11月 14日（木）までに
申請書他必要書類の提出

・低所得世帯の方
 （生活保護費受給世帯を除く）

・在宅重症心身障害児の方
 （介護者含む）（特別児童扶養手当受給の方）

・在宅寝たきりの方
 （介護者含む）

申 請 方 法対 象 者

・在宅認知症の方
 （介護者含む）

同　上

同　上

問合せ
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　　　津端修一さん 90歳、英子さん 87歳の日々を撮った「風と雑木林と建築家夫婦の物語」。
　　ナレーションは樹木希林さんです。
　　　長与町在住、75歳以上の方を対象に無料映画上映会を開催します。
　　入場には、整理券が必要です。11月 6日（水）から整理券配布を行います。
　◆ 開催日時：令和元年 12月 26日（木）
　　　　　　　 朝の部　10：30～（開場 10：00）　昼の部　14：00～（開場 13：30）
　◆ 開催場所：長与町老人福祉センター　1階　大ホール
　◆ 整理券配布場所：長与町社会福祉協議会　総務課（長与町老人福祉センター 1階）
　　　　　　　　　　 障害者通所施設 ほほえみの家 1 階（高田郷OKホームセンター様となり）

地域歳末たすけあい運動募金助成事業
年末映画上映会「　　　　　　」開催

　※氏名、生年月日の記入をお願いします。
　※代理受取は、2枚までとなります。
　※当日、会場への駐車はご遠慮ください。

（C）東海テレビ放送
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　多年にわたり社会に尽くしてきたご利用者様を敬愛し、長寿のお祝いをさ
せていただきました。
　延命長寿と無病息災の願いを込めたくす玉割を皮切りに、職員による出し
物やじゃんけんゲームで楽しい時間を過ごしました。
　今年も長与保育園から28名の園児が参加してくれました。元気いっぱい歌と
踊りに目を細める利用者のみなさんの表情が印象的でした。その後、園児と一緒

になって手遊びを通じたふれあいに、あちこちで満面の笑顔が見られました。
　これからも健康第一に、元気で毎日を過ごしましょう！！

～敬老会を開催しました～

　長与町社会福祉協議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。
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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。

＊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
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」

2019 年 11 月 5日　発行

　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。

ご寄付ありがとうございました 冬勉を開催します
（令和元年 8月 22日～令和元年 10月 23日　受付）

善意のご寄付

◎香典返し
藤﨑　フジ子　様（高田郷　亡夫　信雄　様）
増山　富久美　様（高田郷　亡夫　泰治　様）

問合せ

問合せ

障害者通所施設「ほほえみの家」2F『ふれあい工房』
TEL：095-855-8564　FAX：095-855-8565

担当：百村
TEL：095-883-7760

　ふれあい工房では今年も年賀状の印刷を行っ
ています。
　カタログではたくさんの年賀状デザインをご
用意しております。また、カタログ以外にも写
真やご自分で描いた絵を使ったオリジナルの年
賀状の作成や宛名のみの印刷も大歓迎です！
　カタログは、ほほえみの家、長与町老人福祉
センター、役場ほか、下記施設にも置いていま
す。みなさまからのご注文をお待ちしています。

　※喪中はがきの印刷も受付ています。
　※申込締め切り 12 月 18日（水）まで

【設置場所】
長与町ふれあいセンター、長与町公
民館、上長与地区公民館、高田地区
公民館、長与南交流センター、長与
北部地区多目的研修集会施設

　10月 28日よりほほえみの家2階サロンにて
焼き芋の販売を開始しました。
　月～木曜日の 10時～ 15時まで
100g100 円にて販売いたしており
ます。
　お立ち寄りの際は是非ご購入く
ださい！
問合せ
障害者通所施設「ほほえみの家」
TEL：095-855-8564　担当：品川・阿野

　冬休みの期間中、老人福祉センターの暖房
の効いたお部屋を、小・中学生の自主学習の
ために提供します。
　冬勉への参加は無料です。

焼き芋はじめました！

     稲垣  美和
  障害福祉課「ほほえみの家」
       就労継続支援B型係
    地域活動支援センター係

     北島  史也
   在宅福祉課　通所介護係
長与町デイサービスセンター

     谷川  隆之
   在宅福祉課　相談支援係
長与町相談支援事業所「ぬくもり」

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

年賀状印刷受付中！


