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視覚障がい者向けに音声デイジー版の「ごー ! ごー !! ちいき」も発行しています
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都城市社会福祉協議会
公式HPはコチラから
スマートフォンでQRコードを読み込んでください。

あんしんサポートを
あんしんサポートを
ご存知ですか？

あんしんサポート（日常生活自立支援事業）は判断能力が不十分な
方が、地域であんしんして暮らせるようにお手伝いをするサービス
です。

事業の実施主体は宮崎県社会福祉協議
会で、具体的な援助業務は委託された
市町村社会福祉協議会が実施します。

Q
Ⓐ

Q
Ⓐ

あんしんサポートはどんなことを手伝ってくれるの？
「福祉サービスを利用する際のさまざまな手続き」
「日常的なお金の出し入れ」「大切な書類の預かり」
などのお手伝いをします。
※身元引受人・保証人になることはできません
※貴金属や有価証券などは預かることはできません

誰が利用できるの？

生活支援員募集しています

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい
者等で日常生活の判断に不安があると同時
に本事業の契約の内容についてご理解いた
だける程度の判断能力のある方になりま
す。
※認知症や障がいに起因せず、単に浪費を
理由とした本事業の利用はできません。

～防災に役立つ豆知識～

あんしんサポート事業を支える支援員を募集しています。
※活動には報酬（１時間900円＋交通費）をお支払いし
ます。詳しくは権利擁護センターまでご連絡ください！
※要自動車免許 ※福祉に理解のある人

＞次のページでさらに詳しく！
「新聞紙」

普段と違う使い方で役立つものに「新聞紙」があります。
折り紙のように折れば、紙食器になります。汁物や汚れ
が心配な時は、これに小さなポリ袋を重ねて使うといいで
しょう。
また、寒い時には洋服と身体の間に入れることで
保温性が高まります。身体に巻く以外にも、寝袋や
布団に敷いて使うこともできます。
この広報紙は赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しております
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原町 通信
宮崎県社会福祉協議会
地域・ボランティア課派遣

おいかわたつ や

及川達也

宮崎県社協設立70年を記念
して、マスコットキャラクター
が誕生しました。
名前は「みふくちゃん」。宮
崎の「み」と皆様の「み」に福
があるようにと名付けられまし
た。以後、よろしくお願いしま
す！

「みふくちゃん」
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あんしんサポートをご存知ですか？
あんしんサポート
をご存知ですか？

Q 費用は？
Q 成年後見制度との違いは？
Q 誰が援助してくれるの？
Ⓐ 相談は無料です Ⓐ ［成年後見制度］財産管理
Ⓐ 専門員と生活支援員が援助します。
サービス開始後は や福祉施設の入退所など生活
［専門員］初期相談から支援計画の作成、契約締
結に関する業務、援助開始後の利用者の状況把
1 時間1200円、そ 全般の支援（身上監護）に関す
れ以降30分ごとに る契約等の法律行為を援助することが 握等を行います。
600円加算されま できます。
［生活支援員］支援計画に基づき、具体的な援助
す。
※交通費や貸金庫 ［あんしんサポート］あくまでも日常 を行います。
の利用料は別途発 的な金銭管理や福祉サービスの利用援 本人のその時々の生活状況等を専門員に報告し
助に限定されます。
次の援助へつなげます。
生します。

利用者の声
・毎日安心で助かっています
・貯金が増えて新たな夢や目標ができました
・生活支援員さんとお話しできて、毎回楽しみです
生活支援員の声
・家にひきこもりがちでしたが、活動によって
勉強にもなり生きがいになっています
・訪問先で利用者から頼られていることを実感
できています
生活支援員研修会（令和 3 年10月12日）の様子

支援の様子

権利擁護センターでは、判断能力が不十分な方が、地域であん
しんして暮らせるようにさまざまな相談を受け付けています。

都城市社会福祉協議会 権利擁護センター

☎ 0986-25-2123

声「未来へとどけ」

想い（マインド）～社会福祉法人のあゆみ～
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宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校

来
～将

の夢～

6
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社会福祉法人 真光会
『ぬくもり・やすらぎ・やさしさ

え なつ

1年

の保育を求めて』

ひ な の

江夏 妃奈乃さんの声

「世のなか安穏なれ、仏法ひろま

私の夢は未来のかけ橋となる研究者です。

れ」の願いを、攝護寺第二代住職

温暖化を少しでも止めて、明るい地球を未

さ

さ

き ほうしょう

佐々木芳照師が「何事もさせていた

来へつなぎたいです。

だく心もて

いよいよ励まんおのが

つとめに」の精神に託し、老人施設・
1年

いま づ

旧園舎

非行更生施設の福祉活動において仏教の慈悲道の実践を始めたの

そう ま

今津 聡真さんの声

が、真光会の設立精神です。

僕の将来の夢は医者です。昔、母は大きな病

終戦後、我が国の国土は疲弊して衣食住の日常生活は真に貧困を

気をしました。そんな人を救えるような立派

極めており、次世代を担う児童もまた、両親があっても福祉に欠

な医者になりたいです。

せい き

けること極めて大でありました。第三代住職 佐々木正凞師は児童
福祉法の下、昭和26年高

1年

こ だま

木保育園を設置、その後

ゆ の

第四代住職は４保育園を

兒玉 結音さんの声

地域ごとに設置し、現在

楽しく安心して生活できるようにサポートす

360名の仏の子を育てさ

るという想いから、笑顔を忘れない言語聴覚

せていただいております。

士を目指しています。

昭和34年度 卒園写真

2

社会福祉法人 都城市社会福祉協議会 「ごー ! ごー !! ちいき」

あなたに寄り添う

民生委員・児童委員
活動紹介

サルデザイ
小松原地区民生員児童委員協
ンに学ぶ、
議会では、訪問活動の際、見守
人とのつな
りだけでなく傾聴を心がけてい
がり」を
ます。活動の一環として、毎年
テーマに、
歳を迎えた方々へ長寿祝いの
研修会を行
お茶と記念写真をお届けしてお
り、地域の方から喜ばれています。 い、声なき
声に耳を傾
けることの
大切さを学びました。

交換会を行っ

6

逸pinぞろい

vol.

研修を通して、声なき声に耳を傾けるこ
との大切さを学ぶ

障害福祉サービス事業所

風の道

～障がい福祉サービス事業所製作物を紹介～

こんにちは！都城市梅北町にある風の道です。
風の道では就労支援として地元の企業からの委託作業やクッ
キー・ケーキの製造販売を行っていますが、
今回は早鈴町にある「石
窯ピッツア ヴォ—ノ」の紹介をします。
←石窯の中は500度あり、２分間で
熱々、もちもちのナポリピッツアが
焼きあがります。店内飲食もテイク
アウトもできますので、ぜひお越し
ください。

谷頭こども園
栄養士 / 別府 由香
< 材料 >（5人分）
・なす…………………1 本
・揚げ油………………適量
・豚ひき肉……………50g
・炒め油………………適量
・酒………………大さじ 1
・味噌……………大さじ 1
・きび砂糖………大さじ１
< 作り方 >
①なすは所々にむき、乱切りにし、豆苗 ・水………………… 30㏄
・片栗粉…………小さじ 1
は 2cm ぐらいに切る
②豚肉を炒め、酒を入れ色が変わるまで ・豆苗………………… 5g
炒める
③味噌、
砂糖、水を入れよく混ぜ合わせた
※豚肉は、糖質を体内で
ら豆苗を加えさっと炒めて火を止める
燃やしエネルギーへ変
④水溶き片栗粉（小さじ 2 の水）を入れよ
えるビタミ
く混ぜ、再度火にかけてとろみをつける
ン B1 を 豊
⑤揚げ油を熱し、なすを素揚げする
富に含んで
⑥なすをお皿に盛り、肉味噌を上に盛り
付ける
います

揚げナスの肉みそ

〇学校との連携
毎年大王
小学校の教
員との情報

社協３園レシピ紹介

Recipe

90

児童の学校での様子や、交通量の多い通学
路、大雨時に予想される危険箇所を共有

〇皆さまにとって住みよい
小松原のために
長引くコロナ禍により、経済
的な影響を受けられた方々に配
慮したアプローチも心得なけれ
ばならないと考えています。子
どもたちや若い世代は地域の支
えで夢や希望を抱き、高齢者の
方々には住み慣れた地域で安心
して暮らしていただけるように、
見守りやサポートの充実した小
松原地区民児協でありたいと思
います。

谷頭・おおむた・縄瀬

ています。
コロナ禍
の中で２学
期以降の学
校行事が変
更なく行われることを願うばか
りです。

〇活動
 に生かすため、定期的な
研修会を実施
今 年 度 は、
「身近なユニバー

イメージキャラクター幸子を主人公に
した 4 コマ漫画です。

小松原地区
民生委員児童委員協議会

小松原地区は12の自治公民館からなり、民生委員14名、主任児童
委員 2 名の計16名で活動中です。
地域の見守り役として、住民誰もが気兼ねなく、気さくに安心して
相談できる雰囲気づくりを大切に活動しています！

小松原編

北海道産小麦と天然酵母の
生地を本格的な石窯で焼い
たピッツアです。→
【お問い合わせ先】石窯ピッツア
住所：都城市早鈴町 1497-2
TEL：0986-26-1221
【お問い合わせ先】障害福祉サービス事業所
住所：都城市梅北町 2465 番地 2
TEL：0986-39-4804
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ＷＷith地域

40

～企業の地域貢献活動紹介～

57

ヨシさんは、自宅の畑で野菜を作っ
たり、編み物などがご趣味です。デイ
サービスでは、ぬり絵やパズルを楽し
んで活動されています。
もともと山之口町出身ではないです
が、畑の手入れなどしていると、近所
の方が“元気ね？”と声をかけてくれ
るのがとても嬉しいようです。
これからもご家族と一緒に楽しみな
ことを大切に、体に気をつけて長生き
し て く だ さ い ね。 終 始 笑 顔 で イ ン タ
ビューが進み、こちらも自然に笑みが
こぼれる時間でした♪

株式会社 な が や ま

～支えていただいた
お客様にお返しを～

お名前：堀口 ヨシさん
年齢：101歳
（大正９年 9 月21日生まれ）
地区：山之口

弊社では昭和 年から都城市
乙房町で事業を開始し、 年が

「1世紀を生きる」

「とくし丸」に

5

vol.

経過しています。その時買い物
を通じて支えていただいた方々
が 歳を超えて、買い物に行け
ないという悩みがあることを知
りました。
そのような方々に、少しでも
お返しがしたいと思い、取り組
み始めたのが現在の買い物支援
事業「とくし丸」の活動になり
ます。

～ 身震いしたお客様からの

ありがとう～

弊社では
「ありがとう」と言っ
てもらえる商売を原点にという
事を全従業員が行えるようにし
ています。
ただ、この「とくし丸」でお
客様のもとに伺うと、お客様か
ら「ありがとう」の言葉をかけ
てもらったり、作っていただい
た料理のおすそ分けをもらった
りもします（笑）。
本 当 に 身 震 い し た と 同 時 に、

70

この事業が
もっとたく
さんの方に
届くように考えていかなければ
ならないと思います。

～ひとりじゃない、

巨大ジェンガに挑戦するヨシさん♪

また会いに来るからね～

地域には「孤独がつらい」と
感じている方がいらっしゃると
思います。
「とくし丸」を通じて、「また
会いにくるからね」という事を
お客様に伝えたいと思います。
みやこのじょう地域見守り応
援隊にも加入
していますの
で、なにかあ
れば関係機関
への連絡等を
おこない、地
域の支えにな
れればと思っ
ています。

デイサービスのみんなで製作した作品の前での一枚

皆さまの善意ありがとうございます
○忌明寄付
（9 月受け入れ分）
■事務局管内
住所

蓑原町

鷹尾 3 丁目
鷹尾1丁目

寄付者

故人

萩原 伸紀

ヱミ

¥20,000 志比田町

川路 豊子

森永 フサ子 ¥20,000 宮崎市

正照

¥10,000 丸谷町

松田 房子

兒玉 フキ ¥30,000

大塔 良人

敦司

牛嶋 勝子

秀則

蓑原町 友野 ミツ子

寄付内容

社会福祉法人都城市社会福祉協議会では、皆さまからいただいた善意寄付や忌
明寄付を福祉向上のために使わせていただいております。記載事項につきまし
ては、ご本人の承諾を得ております。なお、空欄（寄付内容等）につきましては、
寄付者の希望により掲載しておりません。
住所

寄付者

¥20,000 上川東 2 丁目 鎌田 チエ子

¥30,000 上水流町

茶木 和久

故人

速男

寄付内容

住所

寄付者

¥30,000 妻ケ丘町

青山 政葊

スグ子 ¥30,000 若葉町

藤田 千佳

匿名

故人

寄付内容

匿名

¥10,000

修治

¥30,000

トミ子 ¥30,000

遠矢 員雄 ¥30,000

■山之口サテライト管内
飯起

久保 紀久子

正近

中村 芳子

英男

■高城サテライト管内
桜木

大井手

野﨑 禎子

谷口 幸代

■山田サテライト管内
毘砂丸

¥20,000 麓 1 区 大迫 ひとみ 下西 初子 ¥30,000 桑原

福重 勝一

■高崎サテライト管内
大牟田 小堀 ミサ子

正人

¥10,000 穂満坊

洋子

¥30,000

嘉輝

成男

有水

¥30,000 大牟田

中園 務

谷本 辰良

田平 健一

美知子 ¥20,000 穂満坊

キヌ子 ¥30,000 四家

義美

¥10,000 笛水

○善意寄付（9 月受け入れ分）
住所
前田町
庄内町

寄付者
護国寺
匿名

寄付内容 住所
寄付者
寄付内容 住所
お米20㎏ 上水流町
匿名
¥30,000 大王町
お米53㎏ 縄瀬
共和公民館高齢者クラブ 若水会 もち米 1 俵

○フードバンク（9 月受け入れ分）
寄付者
旭食品株式会社九州
中央支店宮崎営業所

原田 晃裕

垣内 エキ ¥30,000

寄付内容

寄付者

寄付内容

事務局 ☎ 25-2123

ミキ

¥30,000

村脇 ノブ

立雄

¥30,000
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数夫

寄付者
竹内 吉郎

寄付者

食料品他多数

発行：社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

堤内 浩次

小田瀧 千代子

¥30,000

寄付内容
¥30,700

寄付内容

編集後記
23日は勤労感謝の日（国民の祝
日）です。私事ですが、福祉の仕事
に従事して早20年。駆け出しの頃、
父とお酒を飲みながら“福祉の仕事
は天職かも”と調子よく発した私の
一言に、「20年後も今と同じ気持ち
で続けていれば天職やが」と笑いな
がら応えてくれた父の言葉を思い出
しました。
家族や周囲の多くの人たちに支え
られ、好きな仕事を続けることがで
きていることに感謝して、23日を
過ごしたいと思います。（永田）

