
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。

相談員さん 6年間ありがとうございました。
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資金収支予算

収支総額：340,590 千円

（千円） （千円）

１  基本方針

２  重点目標

収　入 支　出

（１）　住民参加の地域福祉の推進　　　　
（２）　事業内容の見直し・内容充実
（３）　地域福祉活動充実・拡大のための財源確保
（４）　福祉人材確保・養成

令和 2 年度　長与町社会福祉協議会事業計画及び予算

事業計画

　昨年は、平成から令和という新しい時代の幕開けとなり、未来へ向かう大きな節目となっ
た。一方で、自然災害による大きな被害や新型感染症などが広域かつ同時多発的に発生し
ている。そのような中、これから起きる問題を確実に把握し準備を整え、連携・協力して
対応する必要がある。具体的な課題として、高齢者支援、認知症支援等が挙げられ、ま
た、それらを支える介護人材の不足、貧困高齢者の増加も考えられる。
　長与町社会福祉協議会は、高齢者支援、障がい者支援、生活困窮者支援や地域での福祉
問題に取り組み、専門的な支援を行っていく。
　そして、社会資源の発掘、制度や分野を超えた地域における共助の「双方向型の社会」を
目指し、福祉員制度や住民参加を基調とした在宅福祉の支援を展開していく。
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　 令和元（平成 31）年度　
日本赤十字社社資募集実績報告

～ご協力ありがとうございました～

総額　3,143,862 円
（令和 2年 3月 31日 現在）

　今年度も、5月 1日から「赤十字運動月間」が始まりました。
　日本赤十字社は、災害救護活動・血液事業・救急法などの講習など、幅広い活動を展開して
います。これらの活動は、皆さまからのご寄付によって支えられております。日本赤十字社の
趣旨にご理解いただき、ご協力をお願い致します。

赤い羽根共同募金運動

　令和元年 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、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。                                                                                             

ご協力団体 (法人 ) 様　ご紹介

・長与石油店　　　　　　・（株）SYSKEN長崎支店　 ・（有）フルタチカーケアセンター
・（医）常葉会 長与病院　 ・ヤナセ産業（株）　　　　 　・（医）光善会 長崎百合野病院

（敬称略 順不同）

　生命保険協会長崎県協会より、CR
（Community　Relations ＝地域貢
献）の一環として社会福祉の推進を目
的に、車両を寄贈していただきました。
　本町の社会福祉充実のために、大
切に使用させていただきます。
　ありがとうございました。

　平成 26 年度より、長与町より受託実施し
ておりました長与町結婚相談所は、令和2年
3月 31 日をもちまして閉所しました。
　結婚相談所では、相談員さんの親切、丁寧
な対応、時には登録会員の皆さまへ叱咤激励
などもあり、7組のご成婚となりました。衷
心より感謝申し上げます。
　また登録会員、関係者の皆さまには、長年
のご厚情をいただきありがとうございました。
今後とも長与町社会福祉協議会へのご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。
　令和2年4月より長与町の直営事業となり、
新しい形での長与町結婚相談事業がスタート
します。引き続き、ご利用下さいますよう、
よろしくお願いいたします。
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　新しい年度が始まり、新たな挑戦を始めるには良い
時節です。住民参加によるまちづくりはこれからの安
心安全なまちづくりの基本となる大切な取り組みで
す。皆さまの力が、地域の福祉力を上げていきます。
ご協力をお願いします。

　まちづくりの基本の一つが住民参加です。長与町地域福祉計画にも様々な場面で、住民参
加の機会が盛り込まれています。身近な自治会活動やこども会活動、老人クラブの活動など、
枚挙にいとまがありません。町内でも住民参加の一端を担う多くのボランティア活動が行わ
れています。長与町社会福祉協議会のボランティアセンターでは、住民参加の機会を様々な
形で提供しています。

町内で行われている様々なボランティア活動

　手話、要約筆記、音訳など障がい者へ
の支援として現在も大切な役割を担って
います。それぞれに、専門の技術が必要
です。声かけ見守り活動は孤独死防止に
効果的な取り組みになっています。自治
会や地域の団体で自主的な活動として行
われています。

　行政が支援している「いきいきサロン」、
「めだか 85」や「カフェ」などご自分の
住んでいる地域で行われている介護予防
事業に、ボランティア活動として多くの
方が参加しています。地域の活動として
新たに自分たちで立ち上げることもでき
ます。

　日常生活で介護保険の対象にならない
支援サービスを住民相互の助け合い活動
として実施されています。町内には社会
福祉協議会が行う「ちょいさぽ」や同じ
仕組みで町の事業として実施されている
ファミリーサポートセンター事業も子育
て支援に住民参加型事業として実施され
ています。

　介護予防事業の1つの事業ですが、町
内の福祉施設や在宅の高齢者を対象に
行う住民相互の助け合い活動に対して
ポイントが付与されます。簡単な講習を
受けることが必要です。また、カフェ事
業など介護予防事業のお手伝いに対して
も付与されます。ポイントをためること
で商品との交換や交付金または商品券に
換金することができます。

 福祉ボランティアの紹介 介護予防ボランティア

  住民参加型在宅福祉サービス
（有償・有料の在宅支援サービス）

ポイント制度による支援
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◎対 象 者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少
　　　　　　　　　があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
　　　　　　　　 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、借入申し込みの受付を
　　　　　　　　　原則郵送に切り替えます。
　　　　　　　　　  ご相談は、電話等にて受付ています。
◎上 限 額  20 万円以内
◎据 置 期 間 （返済開始までの猶予期間）1年以内
◎償 還 期 間 （返済期間）2年以内
◎貸 付 利 子 無利子
◎連帯保証人 不要
◎受 付 期 間 3 月 25 日（水）～ 7月 31日（金）
　 　　　　　　 ※受付期間は国からの要請により変更する場合があります。
◎問 合 せ 長与町社会福祉協議会　電 話：095-883-7760

新型コロナウイルス感染症にご注意を！

◎ 西彼保健所
    　電 話 095-856-5059　　
    　平 日 ９時 ～ 17 時 30 分

◎ 長崎県相談センター　 
    　電 話 070-4223-4371　
    　電 話 070-2667-3211
    　土日祝日 ９時 ～ 17 時 30 分

■相談する目安

■相談窓口

■緊急小口資金の受付

　息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある方
※高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方、透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方などは発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が
続く場合はご相談ください。
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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」

2020 年 5月 20日　発行

◎篤志寄付

渡邊　到紫子 様　三根郷　亡夫　瑞穂 　様

◎香典返し

担当：総務課　金﨑　TEL：095-883-7760

ご寄付ありがとうございました（令和 2年 2月 16日～令和 2年 4月 28日   受付）
善意のご寄付

　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。

若林　秀子 様　岳鐘会 長与支部一同 様　長崎陽翔会 様

まなび野シニアクラブ 様　D’ステーション 長与店 様

　本会主催の「書道講座」講師として、ご協
力いただきました藤井先生が、令和 2年 3月
31 日をもって
退任されました。
長年にわたりご
指導いただきあ
りがとうござい
ました。

　書道講座、民踊講座は、社協会費を財源に開
催しています。参加希望の方は、お気軽にお問
合せください。

書道の先生 退任

　ボランティア活動中の事故によるケガや損害
賠償を補償します。ボランティア活動をされる
方は加入しましょう。

　この保険の他にも地域福祉活動に関する行事
で、主催者の責任を補償する「ボランティア行
事保険」の受付も行っています。

令和 2年度

※

問合せ
長与町ボランティアセンター　TEL：095-883-7588

問合せ

誤・・・長与協会 様　　正・・・長与教会 様

誤字訂正のお詫び

　3月18日発刊の広報誌「ぬくもり」3月号、
6Pの記事中に字句の誤りがありました。

　読者の皆さまならびに関係者の皆さまにご迷
惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げ
ます。

※

岡　　憲之　 様　高田郷　亡妻　美智枝 様


