玉野市社協が行う福祉活動のために・・・
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皆さまのご協力をよろしくお願いします。

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、社協を支える資金面のサポーターというかた
ちで会員制度を設けています。玉野市社協の活動は皆さまにご協力いただいた会費によって成り立っ
ています。
会費は年度ごとに協議の上、地域福祉活動に配分して使わせていただいています。
今年度は以下の活動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 (地域福祉推進事業)
●災害用資機材充実のため (地域福祉推進事業)
●寝たきりや歩行困難な人(住民税非課税世帯)を対象とした通院等のお手伝い (移送サービス事業)
●支援必要者の外出機会の推進を目的とした福祉車輌の貸し出し (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)
詳しくはご家庭に届く会員募集のチラシ、またはホームページをご覧ください。

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、普通会員４,４９０口、特別会員１,４３６口、団体会員７６口、
会費総額３,１５０,２００円となりました。（令和４年３月１日現在）
令和３年度ご協力・掲載のご承諾をいただいた企業・団体の皆さま (五十音順・敬称略)
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㈱アール・ケア

玉野市母子寡婦福祉連合会

テクノウッド イノウエ㈲

あさの歯科医院

玉野市民生委員児童委員協議会

㈲東児

ＮＰＯ法人 ケアグループそよかぜ

玉野市老人クラブ連合会・女性部

社会福祉法人 同仁会

金光教 宇野西教会

玉野地区保護司会

㈱ナカヤマ

㈲三友電器

特定非営利法人玉野つつじねっと

平尾食料品店

社会福祉法人 真生会

㈲玉野プレス ｲﾄｰ･ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ

ヘルパーステーション天々

スマイルケア ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑゆとり

㈱玉野ランドリー

㈲吉澤建設

玉野市遺族連合会

玉原地区 たすけあい友の会

ＮＰＯ法人 ライフサポート玉野

玉野市身体障害者福祉連合会

玉原富岡整骨院

和楽の家 東児

【社協だよりに関する問い合わせ】 社会福祉法人玉野市社会福祉協議会（玉野総合福祉センター内）
〒706-0001 玉野市田井５-２２-１ ☎ ０８６３-３１-５６０１ FAX. ０８６３-３１-５６３８

社協だより

玉野青年会議所と
災害ネットワーク協定を締結しました！
１月６日(木)、玉野青年会議所と玉野市社会福祉協議会は、
災害支援に関するネットワーク協定を締結しました。今後、
平常時から災害に備えた活動を行い、災害発生時には迅速に
支援できるように連携・協力していきます。

常設型災害ボランティアセンター運営委員会と
赤十字奉仕団役員会の連携が強化されます！
２月１６日(水)、常設型災害ボランティアセンター運営委員会
と赤十字奉仕団役員会を開催しました。令和４年度から年に数
回の会議を開催し、お互いの情報を共有しながら連携が強化で
きるように進めていきます。また、災害に関する研修や訓練を
企画・実施することで、災害発生時に迅速な支援ができる体制
をつくっていきます。

玉野市社協では、高齢者や障害者への理解を深め、
支え合う心を育むことを目的に、体験教室を実施し
ています。社協職員が、学校など依頼先へ伺います。

車いす体験

視覚障害者
体験

高齢者
疑似体験

認知症
ｷｯｽﾞｻﾎﾟｰﾀｰ
養成講座

人とのつながり、ゆずりあい、思いやりを心と体で感じる時間を提供します！
【問い合わせ】玉野市社会福祉協議会

総合福祉課

☎０８６３－３２－１１０４

令和４年度 夏のボランティア体験事業の中止について
夏休み期間に実施していたボランティア体験ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、今年度の実施も困難と判断し、中止することにいたしました。
活動を楽しみにしていただいた方、受け入れ先の関係団体の皆さまには、何卒ご理解・ご了承の
ほどお願いいたします。
なお、今年度もコロナ禍でもできるボランティアを企画中です。
詳細についてはホームページ、Facebook 等でご案内させていただきます。
【夏のボランティア体験事業とは】
県内の市町村社会福祉協議会が夏休み期間を利用して実施しているボランティア体験プログラ
ムです。ボランティア活動へのきっかけづくりや、社会福祉施設やボランティアグループなどで
のボランティア体験を通じて、社会福祉やボランティア活動についての理解を深めると同時に、
さまざまな出会いの中から｢ともに生きていく｣視点を育むことを目的としています。
【問い合わせ】玉野市社会福祉協議会 ☎0863-31-5601

２

社協だより

お知らせ・募集

新型コロナウイルスの感染状況等に
より、中止･延期の場合があります。

▼福祉センターいきいき百歳体操

▼福祉センター休館日

○月･火･木･金曜日 １０:１５～１０:４５
○水曜日
１３:３０～１４:００

○毎週土・日曜日
○４月２９日(金･祝)
○５月３日(火･祝)～５日(木･祝)

※当日の人数によって参加できない場合があります。
※月･水･木曜日と火･金曜日で内容が違います。

▼ふれあい総合相談
◆弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
４月１９日(火)、５月１７日(火)

◆介護相談 ８:３０～１６:３０
月～金曜日(祝日･年末年始を除く)

◆相続･境界等財産の手続き相談(要予約)
１３:３０～１４:００
４月１４日(木)、５月１２日(木)

場所／玉野総合福祉センター(田井)
予約･問い合わせ／玉野市社会福祉協議会
☎０８６３-３１-５６０１

赤い羽根共同募金･歳末たすけあい募金

実績報告

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いた皆さま、ありがとうございました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため街頭募金は中止しましたが、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、募金活動を実施す
ることができました。

(募金額) 赤い羽根共同募金 : 9,429,973 円

歳末たすけあい募金 : 4,976,052 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寄せられた寄附金
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。

車椅子を寄贈いただきました
１月２０日(木)、岡山ヤクルト販売株式会社より、チャリティー
セールの収益金で購入された｢愛の車いす｣を寄贈いただきました。
玉野市社協が実施している福祉機器貸出事業や、
体験教室等に活用させていただきます。

ありがとうございました！

ご寄附ありがとうございました
［香典返し］
［寄附者］

［故人］

依田

道明(滝)

さや

寺本

智子(大崎)

三道政子

満越

賴雄(山田)

幸子

岡山ヤクルト販売株式会社

鴨生

和子(八浜)

靖司

株式会社ダイナム

［一般寄附］
福祉センターカラオケ愛好会

代表取締役 保坂 明
本多 政智

【令和４年１月～２月受付】承諾をいただいた方のみ掲載しています。(順不動、敬称略)
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社協だより
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

地域の皆さんの身近な場所で、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たり、ご自宅を訪問したりします。

相談会に行ってきたで！

相談無料

秘密厳守

チラシ

生活の困りごと・介護や認知症のことなど、

令和４年度わがまち福祉相談会予定表
地 区

開催場所

田井

田井市民センター

築港

築港老人憩いの家

宇野

中央公民館実習室
(メルカ 2 階)

玉･奥玉

玉市民センター

玉原

玉原市民センター

和田

和田市民センター

日比・渋川

日比市民センター

山田

山田市民センター
後閑コミュニティハウス
(場所は交互)

荘内

荘内市民センター

八浜

(偶数月)八浜市民センター
(奇数月)大崎公民館

東児

東児市民センター

福祉に関することなら何でもご相談ください。
お変わりはない？

ありがとう

訪問へ出発！

ご様子の確認
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留守のお宅へチラシ配布

日 程
第 3 木曜日
（10:00～11:00）
第 4 金曜日
（13:30～14:30）
第 2 金曜日
（14:00～15:00）
第 2 水曜日
（13:00～15:00）
第 2 木曜日
（9:30～11:30）
第 3 月曜日
（9:30～10:30）
第 1 火曜日
（9:30～11:30）
第 4 木曜日
（13:30～15:30）
第 2 金曜日
（9:30～10:30）
第 1 金曜日
（13:30～14:30）
第 3 月曜日
（9:30～11:30）

※詳しくは、チラシやホームページでご確認ください。
※お住まいの地区以外でも相談を受け付けています。

