たまの

社協だより

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会
〒706-0001 玉野市田井五丁目２２番１号

☎ 0863-31-5601 FAX：0863-31-5638

社協会員募集中
玉野市社協の行う福祉活動のために、
みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。
社協は、住民がお互いに支えあう｢誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり｣をめざす、営利を
目的としない民間組織です。社協の活動にご理解をいただき、活動資金の支援というかたちで社協
会員制度を設けています。玉野市社協では、ご協力いただいた会費は地域福祉の充実のために使わせ
ていただいています。
普通会員

一口

３００円

特別・団体会員

一口

１，０００円

※金額は年額です。

【今年度は以下の活動のために会費を使わせていただく予定です。】
●地区社協の活動をとおして、地域での助けあいや、行事の開催などのために (地域福祉推進事業)
●住民税非課税世帯の人を対象とした通院や入退院のお手伝いに (移送サービス事業)
●福祉車輌を支援必要者の家族等へ貸し出し、外出機会の推進のために (福祉車輌貸出事業)
●玉野市の６５歳以上の人、障害のある人が利用できる施設の管理に (玉野総合福祉センター事業)

昨年度もたくさんのご支援をいただき、ありがとうございました。
多くのみなさまのご協力により、令和２年度社協会員募集の結果は、普通会員４,５８４口、特別会員
１,５３７口、団体会員６９口、会費総額３,２７９,４００円となりました。（令和 3 年 3 月 1 日現在）

）

玉野市社協７０周年
令和３年３月、玉野市社会福祉協議会は７０年を迎えました。昭和２６年３月、玉野市社会
福祉協会として設立され、これまでに玉野市からの委託事業や独自事業など福祉に係る多く
の活動を行い、また、それに伴って市民の皆様から様々なご協力をいただいてきました。
現在、玉野市社会福祉協議会は“地域福祉の推進”を第一の目的として活動しています。
少子化、高齢化、人口減等はますます加速することが予測されていますが、｢みんなで参加
みんなでつくる 支え合いのまち玉野｣のために活動する玉野市社会福祉協議会を、今後とも
よろしくお願いいたします。

１

社協だより

年度

夏のボランティア体験事業の中止について

毎年、夏休みの期間を利用してボランティア活動を身近に体験できる機会をつくり、ボランティア
活動へのきっかけや、福祉関係施設・ボランティアグループなどさまざまな出会いや体験の中から
｢ともに生きる｣ことについて考えることを目的として開催をしておりました。
参加者及び関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、今年度も新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、開催を中止とさせていただくことになりました。
楽しみにしていただいていた方や受け入れに向けて準備してくださっていた関係団体の皆さまには
大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご了承のほどよろしくお願いいたします。
【問い合わせ】玉野市社会福祉協議会(玉野市田井 5-22-1)
総合福祉センター内 ☎0863-32-1104

話し合い・助け合い・支えあい
暮らしやすいまちづくり 地域の福祉の力

－地区社協会長から
新年度の挨拶－

東児地区 (岡﨑会長)
自然を活かした安心安全なまち東児
をスローガンに、地区住民が安らぐまち
づくりを目指して活動しています。

荘内地区 (大西会長)

和田地区 (三浦会長)

小さな助け合い 笑顔あふれる絆
地区ボランティアセンターの立ち
上げ等、より住みやすい荘内地区を
目指します。

困り事を解決するとともに互助の精神
を広め、孤立者を出さず、住みよくて
好きだと実感できる地域を目指します。

玉原地区 (城戸会長)

日比・渋川地区 (氏家会長)

今の２つの柱 (ボランティア・カフェ) を
大事にしながら、地域のニーズにこたえ
られるよう、新しい事にも取り組んで
いきます。

笑顔 ひろがる まちづくり♪
皆で温かい食事を囲む事ができる
居場所づくりに取り組みます。

赤い羽根共同募金･歳末たすけあい募金

実績報告

昨年も 10 月～12 月の間、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりへのご理解とご協
力により、実施することができました。

(募金額) 赤い羽根共同募金 : 9,343,586 円

歳末たすけあい募金 : 5,060,703 円

赤い羽根共同募金に寄せられた寄附金は、岡山県共同募金会に全額送金しました。今年度、岡山県
共同募金会を通じて県内の施設等へ助成・配分が行われます。歳末たすけあい募金につきましては、
昨年末、地区民生委員を通じて、対象となる高齢者や障害者の方々へ慰問金としてお渡しさせていた
だきました。
街頭募金をはじめ、戸別募金、法人募金、職域募金を通じて心あたたまる寄附をお寄せいただいた
皆さま、募金活動にご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。
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おしらせ・募 集

※新型コロナウイルスの感染者等の状況に
より休館、中止等の場合があります。

★福祉センターいきいき百歳体操

★ふれあい総合相談

▽月･火･木･金曜日 １０:１５～１０:４５
▽水曜日
１３:３０～１４:００
◆
◆月･水･木曜日と火･金曜日で内容が違います。

▽弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
４月２０日(火)、５月１８日(火)

★福祉センター休館日 ▽毎週：土･日曜日
４月２９日(木・祝)
５月３日(月・祝)～５月５日(水・祝)

★ティエラ休館日 ▽毎週：水曜日
４月２９日(木・祝)
５月３日(月・祝)～５月５日(水・祝)

わがまち福祉相談会

▽相続・境界等財産の手続相談(要予約)
１３:３０～１５:３０
４月８日(木)、５月１３日(木)
▽介護相談
８:３０～１６:３０
月～金曜(祝日･年末年始を除く)
場所／玉野総合福祉センター(田井)
問い合わせ／玉野市社会福祉協議会
☎０８６３-３１-５６０１

問い合わせ／地域包括支援センター ☎０８６３-３３-６６００

各地区市民センター等で民生委員児童委員と地域包括支援センター職員が相談をお受けします。
詳細はお問い合せください。(４ページに関連記事あり。)

ご寄附ありがとうございました
【令和３年１月～２月受付分】 承諾をいただいた方のみ掲載しています。(順不同・敬称略)
[香典返し]
[寄附者]
[故人]
吉村 信子(岡山市) 樋上 幸子

黒田 太(東七区) 千代子
堀部 誠(玉)
桃子

末包 茂之(長尾) 京子
井本 隆夫(岡山市) 徹雄

令和 2 年 12 月 17 日(木)、国際ソロプチミスト
玉野より加湿空気清浄機、紫外線除菌器を寄贈
していただきました。子ども達の新型コロナ
ウイルス感染対策に活用させていただきます。
ありがとうございました。

玉野光南高校ＳＤＧｓ学習会から寄附をいただきました
岡山県などが主催する｢わたしのプラゴミ削減テクニック｣で、
３年生有志によるＳＤＧｓ学習会の皆さんが取り組んだ｢超簡
単！環境にもお財布にも優しいエコバッグ｣が優秀賞に選ばれま
した。おめでとうございます。
また、副賞のクオカードをご寄附いただきました。当会が実施す
る福祉活動に有効に活用させていただきます。ありがとうござい
ました。

３

NO.５３

地域包括支援センター(いきいきセンター)
玉野市宇野１－８－８
☎０８６３－３３－６６００

令和３年度わがまち福祉相談会の
日程が決まりました!!

｢買い物ついでに～｣の巻

民生委員
児童委員

１３：３０～１５：３０
田井市民センター
毎月第３金曜日

１３：３０～１４：３０
築港老人憩いの家
毎月第４金曜日

１４：００～１５：００
中央公民館（メルカ２階）
実習室
毎月第２金曜日

１３：００～１５：００
玉市民センター展示室
毎月第２水曜日

玉原地区

和田地区

日比・渋川地区

山田地区

９：３０～１１：３０
玉原市民センター図書室
毎月第２木曜日

９：３０～１０：３０
和田市民センター
毎月第３月曜日

９：３０～１１：３０
日比市民センター
毎月第 1 火曜日

１３：３０～１５：３０
★山田市民センター
★後閑コミュニティハウス
毎月第４木曜日
※会場は交互になります

荘内地区

八浜地区

東児地区

９：３０～１１：３０
荘内市民センター
1F 図書室
毎月第２金曜日

１３：３０～１５：３０
★八浜市民センター
★大崎公民館
毎月第 1 金曜日
※会場は交互になります

９：３０～１１：３０
東児市民センター図書室
毎月第３月曜日

玉・奥玉地区

買い物
ついでに…

話 した ら
スッキリ

宇野地区

最近、
の
物忘れが気に
なって・
・
・

田井地区

築港地区

検温とマスク
を忘れずに

４

包括職員

そういえば、
相談会があるって
言っとったなあ

詳細は各会場のポスターやチラシ、ホームページを
ご覧ください。(日程は変更になることがあります｡)
ちょっとしたことでも、お気軽にお越しください。

物忘れが
増えたよ
うな…

わがまち
福祉相談会

相談無料・秘密厳守・予約不要
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り

