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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

特集

今年度の社会福祉功労者等表彰者・表彰団体紹介

今年度も、さまざまな活動を通して都城市の社会福祉に貢献された方々が、社会福祉功労者（団体）
として表彰されました。受賞された皆さま、改めましておめでとうございます。各部門で受賞された方々
や、その活動を一部ご紹介いたします！
今後も皆さまとともに、だれもが住みなれた地域で、自分らしく安心して暮らせる地域づくりを進
めていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

各部門受賞者・団体は
こちらから↑

五十市地区社会福祉協議会

令和 3 年度社会福祉功労者等表彰式に参加された皆さま

「ふれあい訪問事業」で地区内の一人暮らしの高齢者とのつながりが
増えました

都城点訳・音訳友の会

西岳地区社会福祉協議会

点字図書製作や録音図書製作等の活動を通して、視覚障がい者の文
化の向上に努めています

地域で元気に過ごすために、地域医療セミナーを開催しています！

～防災に役立つ豆知識～

「家具の固定」

地震等が起きた場合、倒れてきた家具の下敷きになって亡くなった
り、大けがをしたりします。安全な避難経路を確保するためにも、家具
を固定しておくことは重要です。寝室や子ども部屋には、なるべく背の
低い家具を置くなど家具の向きや配置を工夫しましょう。
☆食器棚のガラスには飛散防止フィルムを‼
☆吊り戸棚の扉にはロック機構のついたものを !!
☆ゴムのシートを敷いて食器類の滑り止めを !!
☆倒れにくくするには、重心を下げる !!
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

県社協に出向して２年が経ち、
４月から都城市社協に帰任いたし
ます。
この２年、県内、九州ブロック、全国の取り組み
について学べた期間であり、今後、県社協での見聞
やつながりを都城に還元していきたいと考えていま
す。よろしくお願いします。
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topics

いい日たびだち～それぞれの想いを胸に～

3 月と言えば別れの季節。都城市社会福祉協議会に人事交流として派遣され業務に携わっている２名の職
員が都城を離れます。それぞれに都城市への想い等伺いました。
【都城市への想い】

ほんの一部ではありますが、地域住民や福祉関係者の想いに触れ、実践
を共にできた 2 年間は、私の一生の財産となりました。
都城市社協はじめ福祉関係者及び地域住民の皆さまへ心から感謝申し上
げます。
必ずまた、美味しい焼酎と食べ物を求めて都城市にお邪魔しますので、
その時はどうぞよろしくお願いします。

くろ ぎ

ゆういち

黒木 雄一

地域福祉課

中郷地区社協学習支援

【今後の抱負】

地域福祉の歩みを止めることのない都城市社協を見習って様々なチャレ
令和２年度より
ンジを続けていきたいと思います。そして、日々の業務の先には、都城
宮崎県社会福祉協議会 市の福祉関係者や地域住民がいることを常に思い浮かべながら、県民福
から派遣
祉の向上に努めていきたいと思います。

中郷地区社協役員との話し合い

【都城市への想い】

優しくユーモアにあふれた都城の皆さんに囲まれ、全国的にスキルの高
い地域福祉を学ぶことができ、とても充実した１年を過ごしました。人
間力とチャレンジ精神で必ず日本一の社協、日本一の地域になると思っ
ています。コロナ後は 100％の都城を感じに遊びに来ます！ありがとう
ございました。

ふく よ

さ

な

福與 紗菜

地域福祉課

令和３年度より
全国社会福祉協議会
から派遣

【今後の抱負】

１年間の経験を財産に、出会った皆さんが奮闘している姿を常に思い浮
かべ、地域を支える人を支えられるように尽力していきたいです。せっ
かく築いたつながりですので、今後も連絡を取り合い、皆さんの意見を
大切にしていきたいと思います。
小学校での福祉教育のお話

声「未来へとどけ」 10

想い（マインド）～社会福祉法人のあゆみ～

vol.

学校法人 都城コア学園

社会福祉法人光生会

都城コアカレッジ

今回は、都城コアカレッジの 2 名の学生に、現在学んでいるこ
介護の基本は、高齢者の尊厳を守ること、本人
の能力に応じて自立した日常生活を送れるように
支援することです。ただ介護をするだけでなく、
些細なことにも目を配り、精神面に配慮するなど、
より良い環境で過ごしていただくために必要なこ
ま お

谷口聖央さん

とがたくさんあることを都城コアカレッジで学ん
でいます。
介護福祉科では、国家資格取得を目指し、介護
の知識や技術の授業だけでなく、施設実習で実際
の介護を学びました。また、施設の方々の講話や
家族会などとの交流からも、幅広い知識を得るこ
とができました。介護職は、「キツイ」「大変」と

介護福祉科２年
こうせい

宮田幸成さん

vol.
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ひかり園

昭和55年に「障害の種別程度をとわない、地域をとわない、年
齢をとわない」をモットーに開設した無認可施設「ひかり園」は、
子どもの発達支援・子どもを育てる家族への支援・家族が暮らす地
域との連携という３つの柱を大切にして、親子通園を核とした早期
療育活動に取り組んできました。昭和57年に都城市の心身障害児
通園事業を受託し、平成５年１月に社会福祉法人設立認可されまし
た。平成９年に重症心身障害児（者）通園事業Ｂ型（定員５人）を
宮崎県から受託し、平成24年法改正で、「ひかり園」は児童発達支
援・保育所等訪問支援事業・相談支援事業、重症心身障害児（者）
通 園 事 業 は18
歳以上は生活介
護、学童は放課
後等デイサービ
ス、児童は児童
発達支援事業と
いう多機能型事
業所となり、平
成26年 に は 指
定訪問看護事業
も始めました。
社会福祉法人光生会ひかり園外観

とや今後の展望についてお話をうかがいました。

介護福祉科１年

妻ケ丘地区社協
「袋で野菜作り」会長とパシャリ

いう印象が変わりました。さらに、福祉用具の進
歩や IT 化が進んでいる現状も知りました。今は、
多くの人に介護のやりがいや魅力を知ってほしい
と思っています。
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あなたに寄り添う民生委員・児童委員活動紹介

沖水編

沖水地区

80歳以上の全ての方に、見守りを兼ねて
ティッシュを配布

社協３園レシピ紹介
飫肥天

Recipe

10

逸pinぞろい

vol.

就労継続支援B型
「都城まほろば」

～障がい福祉サービス事業所製作物を紹介～

都城まほろばでは、
レジン（合成樹脂）などで作ったアクセサリー

谷頭こども園
栄養士 / 肥田木直美
< 材料 >（ 5 人分）
・魚のすり身…………… 200g
・豆腐…………………… 100g
・卵……………………… 1/2個
・しょうが………………… 2g
・濃口醤油…………大さじ１強
・麦みそ…………………… 6g

やキーホルダーをはじめ、門松や箸置きなど竹に関する創作物、ま
たキャンプで焚火に良いスウェーデントーチなど作っております。
アクセサリーは一点物ばかりで、常に同じ商品があるとは限りま
せんが受注生産も行っ
ており、相談しながら
オリジナルのものを作
ることが可能です。
スウェーデントーチ

・黒砂糖…………………… 8g
・みりん……………大さじ１強

は間伐材の関係で在庫

＜作り方＞
・片栗粉……………………15g
①豆腐の水気を切って固く絞る。しょう
・揚げ油……………………適量
がをすっておく。
②魚のすり身に溶き卵、片栗粉と調味料
※卵アレルギーの方は、山芋
を加えてよく混ぜる。
を代替に使用してもよいで
③絞った豆腐をいれ、さらによく混ぜる。
す。
④揚げ油を熱して、少し低めの温度で小 ※日南市の郷土料理です。
判型に整えながらゆっくり揚げる。
※鹿児島県のさつま揚げと違
※揚げる時には焦げやすいので、やや弱
めにゆっくり揚げること。

「子育てハッピーサロン おきみず」

谷頭・おおむた・縄瀬

子育てサロンの様子

毎月第４水曜日

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。

民生委員児童委員協議会

80

高齢者見守り訪問

沖水地区社会福祉協議会主催
日頃の見守り活動に加え、年
の子育てサロンを主任児童委員
に一度「共同募金助成事業」と
が中心に全委員（当番制）で運
して 歳以上の方全員を訪問し
営しています。毎月、紙芝居ま
て い ま す。 テ ィ ッ シ ュ １ 箱 を
ねきねこの会のご協力もいただ
持ってお伺いするのですが、大
いて、その季節の行事等を取り
変喜んでいただいております。
入れた内容です。また、主任児
委員にとっても、お会いする
童委員は、地区内に２つある児
良いきっかけにもなっています。 童館や学校訪問をし、情報交換
をしています。

沖水地区では 14 名の民生委員と２名の主任児童委員が活動しています

の多い少ないはありま
すが、キャンプ等の際
には、問い合わせてい
ただけると、ご用意す
ることも可能です。
アクセサリー

い、豆腐や黒砂糖が入って
柔らかくふんわりしていま
す。

1 個 500円～（税込み）

【お問い合わせ先】就労継続支援 B 型「都城まほろば」
住所 : 都城市山田町中霧島 3158 TEL：059-202-7304
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イオンモールHP

イオンモール株式会社
イオンモール都城駅前

［住所］〒885-0023 都城市栄町4672番5
［電話番号］0986-45-0011（代表）

民生委員さんと一緒に♪地域の絆が素敵です。

皆さまの善意ありがとうございます

安久町

一万城町

栗山 丞二

上野 猛幸

高木町

元明 憲行

上水流町

日髙 トミ

上長飯町

園田 博

故人
さち

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

¥30,000 梅北町

原口 敏葊

三代子 ¥20,000 庄内町

故人

寄付内容

住所

寄付者

サク

¥30,000 長崎県大村市 山内 秀一朗

巻木 郁男

ヨシ

¥30,000 高木町

坂下 修

鈴子

¥30,000 乙房町

美智子 ¥30,000 熊本県西区 渡邊 久美子 首藤 ナツエ ¥20,000 下川東 1 丁目

榎木 智夫

ヒデ子 ¥30,000 高木町

出水 博昭

捨二

¥30,000 志比田町

岩﨑 徹

和

¥10,000 夏尾町

松山 登

束野 敏子

故人

安雄

寄付内容

¥30,000

千江野 ¥10,000

マサ子 ¥20,000

美恵子 ¥20,000
光男

¥20,000

利行

¥30,000

幸子

¥30,000

■山之口サテライト管内
西向原 北林 カズエ

金光

¥30,000

西向原 中村 ヒロヨ

秀春

¥30,000

昇

¥30,000

■高城サテライト管内
石山

福永 和子

榎木

■高崎サテライト管内
江平

田中 弘明

冨永 ミエ子 鍛屋 重行 ¥30,000 大牟田

東 裕子

連城 ハツエ ¥30,000 麓 2 区 堀内 ハツ子

哲郎

¥30,000 大牟田

○善意寄付（1月受け入れ分）
住所
前田町

寄付者
護国寺

志比田町

匿名

寄付内容 住所
寄付者
寄付内容 住所
お米31㎏ 松元町 カトリック都城教会 ¥20,000
松元自治公民館管理
お米30㎏ 松元町
¥307 鷹尾１丁目
民生委員 竹下 洋子

○フードバンク（1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

香妻 勇

寄付内容

寄付者

寄付内容

寄付者

食料品多数

発行：社会福祉法人 都城市社会福祉協議会

事務局 ☎ 25-2123

寄付者
匿名
宮崎ゴロゴロ・
木野田食品
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寄付内容
¥10,000
¥29,700

寄付内容

SDGｓの取り組み

企業情報

地域に寄り添うイベント開催

昨年9月、イオンモール都城
駅前では、「ＳＤＧs ＷＥＥＫ」
と題し、都城市役所環境政策課
さまにご協力いただき、環境啓
発パネル展やみやざきスギの廃
材を用いたつみきイベント、再
利用を目的とした衣料品回収イ
ベントなどを実施いたしました。
今後も当モールでは、お客さま
とともに、ＳＤＧｓの意識を高
め、行動を起こすきっかけとな
る取り組みを推進していきたい
と思っております。

チャリティーバザーの様子

ＷＷith地域

最後に「いつも良くしてくれる孫
たちに本当に感謝している。孫やひ
孫たちの成長が一番の楽しみだ」と
話してくださいました。

■事務局管内
住所
寄付者

～企業の地域貢献活動紹介～

グすることが元気の秘訣。特技の四
半的は94歳まで続けられました。

○忌明寄付
（1月受け入れ分）

vol.
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イオンモール都城駅前では、
市役所、地域団体さまとともに、
社会貢献を目的としたイベント
も数多く開催しております。献
血や検診、チャリティーバザー、
防災、環境啓発、子育て支援イ
ベントをはじめ、地域団体さま
の活動発表会、展示会などを実
施しております。そのほかにも、
期日前投票所やマイナンバー出
張申請ブースの設置などにもご
協力させ
ていただ
いており
ます。当
モールで
は、地域
の皆さま
の 生 活
サービス
の向上に
役立つ取
り組みを
推進して
おります。

でもポテトサラダが大好物とのこと
♪自宅でご友人とおしゃべりするこ
とや、夕方に運動公園でウォーキン

イオンモール都城 駅 前

1 回のデイサービスが今の生きがい
と話された中西さん。好き嫌いなく
何でも食べる中西さんですが、なか

90

地域に寄り添うモール運営

お名前：中西 ツキさん
年齢：100歳
（大正11年 9 月 20日生まれ）
地区：高崎
毎週月曜日のこけない体操と、週

イオンモール都城駅前では、
約 の 専 門 店、 約1、000名
のスタッフとともに、お客さま
が常に安全で快適な時間をお過
ごしいただけるよう、さまざま
な取り組みを行っております。
新型コロナウイルス感染症対策
においても、施設内の空気循環
を促進する換気の強化や、すべ
ての出入口への手指消毒用液の
設置、飲食店では席を間引いた
キープディスタンスの確保など、
あらゆる箇所でこまめな対策を
徹底しております。
当モールは、2022年の4
月にリニューアルオープンも予
定しており、春から夏にかけて
新店舗がオープン予定です。現
在、地域の皆さまに喜んでいた
だけるよう、着々と準備を進め
ております。

「1世紀を生きる」

編集後記
春といえば、節目の季節。卒業
される学生の皆さん、ご卒業おめ
でとうございます。
また、退職を迎えた方につきま
しては会社や地域のためにご尽力
されたことと思います。お疲れ様
でした。
そして、4 月より進学や新社会
人として新生活がスタートをす
る皆さんは、希望に満ちた令和 4
年度を迎えるにあたり僭越ながら
エールを送ります。
加えてこの時期、毎年楽しみな
のが桜の開花。都城市には母智丘
公園に高城観音池公園と桜の名所
があり、満開の桜は心穏やかにし
てくれます。
4 月には都城市社協にもフレッ
シュな若手が入職してきます。私
自身も新たな目標を掲げ頑張りた
いと思います。
（田村）

