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じぶんの町を良くするしくみ。
10月1日から、全国一斉に共同募金運動が

実施されます。御前崎市で集まった募金の 
約7割は御前崎市の福祉活動に使われます。
また、残りは災害時における被災地支援にも
役立てられています。

今年も市民の皆様のご協力をよろしくお願
いします。

赤い羽根共同募金の活用報告
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10月1日 ～12月31日

皆様のご協力をお願いします

募金はこのような形で募ります。
〇 戸別募金 … 町内会を通じて各世帯から
〇 法人募金 … 商工会を通じて企業や商店から
〇 街頭募金 … 街頭や市内各所の募金箱から
〇 インターネットを通じて募金もできます

令和4年度
御前崎市の目標額
赤い羽根共同募金

3,973,000円
歳末たすけあい
1,579,000円

運動
期間

赤い羽根共同募金運動が始まります



災害ボランティア用資材等を整備
こんなところで使われています

社協会費のご協力ありがとうございました

ひなたぼっこ通信
同じ建物内にある子育て支援センター「ほほえみ」に

来所した子どもたちと一緒に七夕飾りを楽しみました。

ひなたぼっことは…
要介護に認定される前の介護予防デイサービスで、

週１回ご利用いただけます。健康チェック、体操、プリ
ントやレクリエーションなどで、１日楽しく過ごして
いただきます。

ご利用を検討される方はご相談ください
浜 岡 地 区：地域包括支援センターはまおか
　　　　　　📞0537-85-1167
御前崎地区：地域包括支援センターおまえざき
　　　　　　📞0548-63-6857

自立支援通所サービス「ひなたぼっこ」 
白羽5402-10（ふれあい福祉センターなごみ内）

（福）賛育会 東海清風園様のご協力を得て、東海清風園の敷
地内に災害ボランティア用の資機材と収納庫を設置しました。

市内では、特別養護老人ホーム灯光園様と、高松保育園様
の敷地内にも資機材と収納庫が整備されています。

災害発生時等には、地域の皆様にも使用していただけます
のでご活用ください。

いただいた募金は、この他にも、学校での地域福祉教育や
高齢者生きがい教室、地域の福祉活動への助成、障がい者余
暇活動などの事業に使われています。

令和4年度の社協会費につきまして、5月に町内会様などを通じて、
ご協力をお願いさせていただきました。

皆さまからお寄せいただいた浄財は、社協活動の貴重な財源として、
地域福祉の推進のため、各事業に活用させていただきます。

見学も
可能です

赤い羽根
共同募金
の活用

令和4年度 社協会費ご報告
 世帯 7,309世帯
 総額 3,654,500円

東海清風園　施設長　生井 知三 様（右）
本会会長　繁田 昇（左）
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御前崎市では各地区で高齢者が自由に参加して
交流ができる場として、居場所が開かれています。

各地区のボランティアさんが主体となって運営
しています。ゲームやおしゃべりを楽しんだり、
地区によっては、体操や簡単な手芸を行ったり …
皆さん自由に地域の方と交流しています。ぜひ 
気軽に参加してみてください！

高齢社会の今、誰もが住み慣れた地域で、健康
で生き生きとした生活を送ることができる社会を
築くことが重要です。

老人週間　9 月 15 日～ 21 日

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、開催が中止になる場合もあります。また日程は月によっ
て変更する可能性があります。詳しくは各地区センターへお問い合わせください。

佐倉
さくらの館

いえ

第3火曜　9：30～
佐倉地区センター

朝比奈
憩いの場ほろがや
第3火曜　9：30～
朝比奈地区センター

御前崎
うらんまち大山
第3月曜　13：30～
大山区民館

うらんまち広沢
第3木曜　13：30～
広沢コミュニティセンター

うらんまち下岬
第3火曜　13：30～
下岬コミュニティ防災センター

白羽
居場所あらや
第2木曜　13：00～
新谷コミュニティセンター

居場所しろわ
第2木曜　13：00～
白羽コミュニティセンター

新野
いこいの間
第2・4水曜  9：30～
新野地区センター

比木
たまり場ひめはる
第1・3木曜  9：30～
比木地区センター

各地区の「居場所」

「居場所」に遊びにいきませんか？

パラスポーツの一種「ボッチャ」をしています。

保健師さんに来ていただき、ゲームをしています。

しりとりで言葉をつなぐゲームをしています。

敬老の日祝

朝比奈地区居場所
「憩いの場ほろがや」

御前崎地区居場所
「うらんまち広沢」

白羽地区居場所
「居場所あらや」

目指せ！ 健康長寿！
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ささえあいサポーター養成講座・連絡会の案内
～地域でボランティアしてみませんか？～

地　　区 開 催 日 会　　場
朝比奈・新野 10月 6日㈭ 10：00 朝比奈地区センター

佐倉・比木 10月 7日㈮ 10：00 佐倉地区センター

御前崎・白羽 10月 11日㈫ 10：00 ふれあい福祉センター なごみ

池新田・高松 10月 12日㈬ 10：00 高松地区センター

ささえあいサポーターとは…
登録制の地域住民同士の助け合い活動です。御前

崎市内の、高齢者や障がい者、また病気療養中の方や 
産前産後の方などを対象に、家事やお庭のお手入れ 
など、一人では大変な日常生活上のちょっとした困り
ごとを、ささえあいサポーターがお手伝いします。

〈サービス一例・料金〉
• ゴミ出し　1回200円
• 買い物代行　20分200円+買物代金　
• 庭の手入れ（草取り、除草剤散布など） 20分200円

ささえあいサポーターは、養成講座を受講し社協に登録したボランティアさんです。利用料を報酬
として受け取ることができます。

御前崎市社会福祉協議会　📞0548-63-5294
白羽5402-10　　info@omaezakishakyo.jp

申し込み
お問合せ

利用会員も募集中!
ささえあいサポーターにお手伝いをお願いしたい利用会員も募集しています。
現在の生活の状況や、お困りごと、ご家族の状況などお伺いさせていただきます。下記までお電話

等でお問い合わせください。

参加申し込みについて
下記まで、お電話またはメール等でお申し込みください。
①お名前　②住所　③電話番号　④参加したい日程　をお伝えください。
※既存サポーターには、別途郵送で案内をお送りします。そちらをご確認いただき、お申込みを 

お願いします。

• 約1時間半の予定です。　
• お住いの地区の日程に御都合が合わなければ、他の地区に参加しても構いません。

サポーター養成講座・連絡会を開催します
新規でサポーター登録したい方、既存サポーターを対象に養成講座・連絡会を開催します。
ご興味のある方はぜひご参加ください！

4



戦没者追悼式・平和祈念式典を開催

戦没者等を追悼し、恒久平和を祈念するため、
8月15日に、御前崎市民会館にて「戦没者追悼
式・平和祈念式典」を遺族・関係各位のご参列の
もと、厳かに執り行うことができました。

災害ボランティアコーディネーター養成講座、 
災害ボランティア本部立上げ訓練を実施

7月23日に災害ボランティアコーディネーター養成講座を
実施しました。地震被害想定や災害ボランティアの活動、災
害ボランティアコーディネーターの役割についての講義を行
い、７名の方が講座を修了しました。また、7月31日に災害ボ
ランティア本部立上げ訓練を行い、災害時に活躍する災害ボ
ランティアの拠点として立ち上がる災害ボランティア本部の
運営方法を確認しました。

市内の中学生・高校生が 
ボランティア体験活動を行いました

中高生に福祉について興味を持ってもらうために、夏休
みを利用して、社協が行っている福祉サービスや事業でボ
ランティア体験活動を実施しました。皆さん一生懸命に
活動してくださいました。

参加者の声
• ボランティア活動での経験を将来につなげたい。
• ボランティアは、人を笑顔にし、その笑顔で

自分も笑顔になる素敵な活動だと思った。
• 働いている人たちの大変さが分かった。
• 大変で疲れたけどやりがいを感じた。
• また、ボランティア活動をしたい。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大を
防ぐために社協事業のみでのボランティアを
実施しました。

ファミリー・サポート・センター 
提供会員養成講座を開催

子どもたちを安心・安全に預かる提供会員
の知識向上のため、専門家を講師として招き、 
保育の心得、子どものケガや病気など計5講座
を8月3日から8日にかけて開催しました。

会員募集中!
子育ての「手助けをして
ほしい人」と「お手伝い
したい人」が会員となり、
助け合う会員組織です。
詳細はお問い合わせくだ
さい。

養成講座の様子

子育て支援センターでの活動デイサービスでの活動

中学生・高校生ボランティア体験活動

活動報告

夏ボラ

栁澤市長の式辞 遺族代表の献花 心肺蘇生法の様子
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お 知 ら せ

広告募集
社協だよりでは左のような広告が掲載できます。
あなたの団体・会社をPRしませんか？

　料金　5,000円/回
※内容によってはお断りさせていただく場合があります。

問合せ
御前崎市社会福祉協議会　📞0548-63-5294

配食のふれ愛
御前崎店 ☎ 0537-25-7275

・土日勤務できる方
・26歳以上の方
・要普通自動車運転免許
・募集人数：1名

スタッフ募集

時給 950円

高齢者向け宅配弁当の
盛り付け・配達スタッフ

午前／午後のみ、
1日など、勤務
時間は選べます。

ご応募お待ちしております！

勤務地 池新田1468

社会福祉協議会 
役員交代のお知らせ

令和4年6月25日から新しい役
員に交代しました。

【理事】 前任  渥美 昌裕
 新任  櫻井 勝
 区分  市議会議員

【監事】 前任  大澤 博克
 新任  河原㟢 惠士
 区分  市議会選出監査委員

フードドライブへのご協力 
ありがとうございました

8月1日～31日までフードドラ
イブ運動を実施しました。
お寄せいただいた食料は NPO
法人フードバンクふじのくにを
通じて生活に困っている方に分
配します。
食糧の援助を必要とする方は、
社会福祉協議会までご相談くだ
さい。

令和5年度 
放課後児童クラブ利用申し込みについて

ご寄付をいただき
ありがとうございました

受付期間
令和4年11月1日㈫～30日㈬

対象者
令和5年度に小学１～6年生になる児童
※保護者が就労等で昼間に面倒をみる人が

いないことが条件です。

開設場所・時間
市内の各小学校
• 登校日は放課後から17時30分まで
• 長期休み期間は7時30分から17時30分まで

申込書・就労証明書などの申請書類は、10月20日（木）より、ふれあい福祉センターなごみ及び各
児童クラブで配布します。また社協ホームページからもダウンロードできます。

ふれあい広場
開催中止のお知らせ

　本年、10月に開催を予定し
ておりました「ふれあい広場」
ですが、新型コロナウイルス
感染症の感染状況を考慮し中
止いたします。
　これまで開催に向けて準備
をしてきましたが、皆様の健
康面を最優先しての決定に何
卒ご理解の程、よろしくお願
いいたします。

中部電力 浜岡原子力総合事務所 安全衛生推進協議会 様
• 不織布マスク
東遠労働者福祉協議会 様
• 保存水
池新田高等学校PTA 様
• 寄付金（バザーの売上金）

中部電力 副社長（安全衛生推進協議会会長） 増田 博武 様（右）
本会会長　繁田 昇（左）

※撮影の為、マスクを外しています。※撮影の為、マスクを外しています。
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