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令和２年度　日本赤十字社資募集実績報告令和２年度　日本赤十字社資募集実績報告

（令和 2年 7月 31日 現在）募金総額 2,089,468 円2,089,468 円2,089,468 円
　日本赤十字社は、災害救護活動・血液事業・救急法講習など、幅広い活動を展開しています。
これらの活動は、皆さまのご寄付によって支えられています。日本赤十字社の趣旨にご理解・
ご協力いただき、ありがとうございます。

長与町をみんなで支えよう

赤い羽根共同募金のご協力をお願い致します

　皆さまには日頃より、共同募金事業にご理解・ご協力いただきあ
りがとうございます。お寄せいただきました募金は、翌年約60％が
町内の地域福祉活動へ配分され、残りの約 40％は長崎県内の福祉、
防災活動等に役立てられています。

4,768,651 円令和元年度実績額 皆さまの
寄付

赤い羽根
共同募金長与町

募金のつかいみち

福祉団体活動費

◆ 食事サービス事業材料費
◆ 母子父子家庭への入学祝金品贈呈事業
◆ ボランティア育成事業
◆ 緊急食料支援事業

　　　◆ 社会を明るくする運動
　　　◆ 広報誌製作費
　　　◆ 学習支援事業  等

高齢者関係

◆ 老人クラブ連合会
◆ 一人暮らし高齢者の集い  等

福祉センター整備費用

◆ 会議用テーブル・椅子  等

児童・青少年関連

◆ 子ども会育成会連絡協議会
◆ 青少年育成連絡協議会  等

◆ 身体障害者福祉協会
◆ 手をつなぐ育成会
◆ 母子寡婦福祉会  等

障がい児・者活動

～ご協力いただきありがとうございました～
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■ 介護予防・介護者支援　
　　長与町から委託を受け、介護予防を目的とした
　事業や福祉の勉強会、介護者の集いを開催してい
　ます。
　〇めだか 85（体操・レクリエーションなど）
　〇認知症介護者リフレッシュの集い（介護者の会）
　〇みかんカフェ（認知症カフェ）
　〇なるほど介護学習会

　社会福祉協議会は社会福祉法の中に位置づけられている組織で、住み慣れた地域で安心して暮
らしていけるよう、地域の皆さまの参加、ご協力を得ながら福祉のまちづくりを推進していく団
体です。各都道府県、各市町村単位で設置されています。

■ 相談窓口
　　日常生活における悩みごとや心配ごとなどの
　各種相談窓口を設置しています。
　〇高齢者（ケアマネージャー）
　〇障がい児・者（相談支援事業所）
　〇生活困窮者
　〇権利擁護・金銭管理
　〇日常の心配事
　〇ボランティア活動（ボランティアセンター）

■ 在宅生活支援
　　日常の困りごとや課題に対し、直接支援する
　事業を行っています。
　〇通所介護（デイサービス）
　〇訪問介護（ヘルパー）
　〇放課後等デイサービス（障がい児の学童）
　〇障がい者通所施設（就労・日中活動の場） 

■ 住民参加による支え合い
　　住民参加・住民主体を基本とした活動の支援や、
　住民の方々が福祉活動に参加しやすいきっかけづ
　くりをお手伝いしています。
　〇高齢者等声かけ見守り活動の推進（福祉員活動）
　〇ボランティア活動支援
　〇コミュニティカフェの開催（住民の集いの場）
　〇ファミリーサポートセンターの運営（子育て支援）
　〇生活支援体制の整備
　〇学校等での福祉体験学習の実施
　〇防災活動

■ 権利を守る・金銭管理
　　日常の範囲内での手続きや各種支払いの支援、
　生活費の管理、大切な書類等の保管、福祉サービ
　スの利用支援を行っています。
　〇日常生活自立支援事業
　〇通帳・印鑑・鍵預かり事業

長与町社会福祉協議会はどんなことをしているの？
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インフルエンザに気をつけて！！
　毎年流行するインフルエンザ。1月上旬～ 3月上旬を中心に猛威をふるいます。
 「かからない」「うつさない」ために、私たちが今からできる方法で感染を予防しましょう。

　新型コロナウイルスの影響で疲れが溜まり、運動不足や不規則な生活で免疫が落ちてきてい
ませんか？まだまだ安心出来ない状況が続きますが、感染症を予防し、ウイルスに負けない身
体づくりを心がけていきましょう。

　「10 月から予防接種は早すぎる！」と思いがちですが、ワクチンは接種後 2週間後から効
果が出始め、3～ 5か月後から低下します。流行し始めてから予防接種をしても効果が得られ
ないこともありますので、早めの接種をお勧めします。特に高齢者・乳幼児・妊婦はインフル
エンザにかかると重症化しやすい傾向にありますので、注意が必要です。
　長与町では下記①・②の方は自己負担金の助成を受けることが出来ます。

◆◆◆ 接種費用（自己負担金）◆◆◆
  接種費用

 （自己負担金）接種回数対象者

①  生後 6か月～就学前までの乳幼児

② ・65 歳以上の方
　 ・60歳～ 64歳までの方で、身体障害者手帳の  
　　 心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルス 
　　 による免疫機能障害のそれぞれ1級相当の方

2回接種
（2～ 4週間あける） 1,200 円／回

1回接種 2,000 円／回

（長与町役場HPより抜粋）

　長崎地区保護司会北 3分区長与支部様、長崎更生
保護女性会長与支部様より「社会を明るくする運動」
の一環として、ビスケットを寄贈していただきまし
た。お子さまのいる生活困窮世帯や、地域の困って
いる方々を対象に活用をさせていただきます。あり
がとうございました。
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高齢化に危機感を感じて

笑いあり、真剣な表情あり

＊最初は活動についていけるか心配で参加を迷っていたけど、参加してすごく楽しいです。
＊家にいたら笑わんけど、ここに来たらよく笑います。
＊様々な情報交換ができ、地域の様子もわかるし、将来の自分の勉強にもなります。
＊勇気と元気をもらいます。

（開催日時）毎月第 4水曜日　10時～ 14時　　（開催場所）三彩公民館

　三彩地区に独り暮らしや引きこもりがち
な高齢者が目立ち始めたことをきっかけに、
気軽に集まり、おしゃべりできる場を作り
たいとの想いから活動が始まりました。発
足当初は「おしゃべり」が主な活動でした
が、現在は認知症予防として、ラジオ体操
や脳トレ、手作業なども取り入れています。
活動の最後には、皆さまでお弁当を食べる
こともあります。また、美術展や史跡巡り
など外へ出かける機会もあり、会員の方々
の楽しみの場となっています。

　活動中は体操と脳トレを組み合わせた運動な
どで笑い声が絶えない一方、脳トレではカレン
ダーを段ボールに張り付けて作ったオリジナル
パズルや間違い探しなど、真剣な表情で取り組
まれています。
　今年で 17年目になる同会。代表を務める森
田さんは「参加者の皆さんと一緒に頭をつかっ
たり、達成感に浸ったり、喜んだりと楽し
い場所。毎回、準備に協力してくれるス
タッフの存在もありがたい。」と参加者
同士で楽しみながら運営されています。

～おしゃべり会から始まった高齢者サロン～

参加者
からのおはなし
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三浦  直子
   地域福祉課　
めだか 85 係

開田  博美
   地域福祉課　
ボランティア係

※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 9月 2日　発行

河野  明子
   総務課　
事業係

　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
（令和 2年 4月 29日～令和 2年 8月 20日　受付）

善意のご寄付

◎香典返し
木田　博文　様　高田郷　亡母　養子　様
河内　　彬　様　嬉里郷　亡妻　由紀　様
浅井　俊枝　様　丸田郷　亡夫　忠行　様

感　謝

吉田 千穂美
   総務課　
総務係

よろしくお願いします

ニューフェイス

　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。心から感謝申し上げます。
　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。

　大阪府にお住まいの佐々木様より、「是非、
使ってください。」と職員へマスクの寄贈が
ありました。マスク不足の中、お心遣いに感
謝いたします。
ありがとうござ
いました。
　職員一同、大
切に使わせてい
ただきます。

令和 2年度　社協特別会費ご紹介
　長与布絵本の会様より、職員へ布マスクの
寄贈がありました。一枚一枚、丁寧に作られ
ていて、使いやすく職員からも好評です。こ
れからも大切に
使わせていただ
きます。
　ありがとうご
ざいました。


