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令和元年度

事業報告・決算報告
「地域のたすけ合いをつくる」「地域の担い手をつくる」「課題を深刻化させない」「安全・安心を
つくる」を重点目標に、目的をもって活動する組織改編を行い、専門職員の補充、職員のワーキンググ
ループでの地域課題等の解決に取り組みながら、事業の推進を図りました。
新規事業として、成年後見制度の適切な利用促進を図るための普及啓発や市民後見人養成講座の開催､
終活相談を実施しました。また､地域住民の「ほんの支え合い」活動としての訪問ボランティア事業
「ちょいボラ」を事業開始し、地域住民のニーズとボランティアのマッチングを図りながら成果を上げ
ることが出来ました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、２月中旬以降は本会の行事の中止、地域福祉活動の休止、
貸館の休館等の対応を行いました。失業や収入の減少等により生活資金でお悩みの方に向けた貸付相談
の申請受付や相談支援など行政と連携して今後も取り組んでまいります。

1億 3,891万4,748円

令和元年度 総収入額

受託金
69,561千円
50.1％

補助金
27,706千円
19.9％

共同募金
11,224千円
8.1％

令和元年度 総支出額
社協の管理運営、
その他の事業
29,746千円

（21.4％）

・福祉まつり
・社会福祉事業功労者表彰式
・福祉機器の貸出
・広報啓発（社協だより等）
・職員研修
・その他法人運営全般
・介護支援ボランティア事業
・共同募金事業

会費･寄付金
9,107千円
6.6％

施設使用料
2,123千円
1.5％

介護保険事業
5,421千円
3.9％

その他
13,772千円
9.9％

1億 3,900万 8,437円

安心･安全な地域づくり
36,453千円（26.2％）

・地区社協､各種団体への活動支援
・一人暮らし高齢者の安否確認
・ボランティア活動支援
・子どもへの支援事業
・福祉教育 ・災害支援 等

生活支援･相談事業
38,063千円（27.4％）

・生活支援 ・認知症相談
・権利擁護事業 ・無料法律相談
・専門機関とのネットワークづくり

介護保険事業
4,267千円

（3.0％）

・訪問支援事業
・居宅介護支援事業

施設管理運営
30,471千円（21.9％）
・別府市社会福祉会館
・別府市北部コミュニ
ティーセンターの
運営

別府市北部コミュニティーセンター

「あすなろ館」利用について
「あすなろ館」は市民福祉の向上と健康づくりの場として、
１階部分は亀川出張所、児童館、２階部分は高齢者・障がいの
ある方・一般の方々に利用していただけるよう会議室・サーク
ル室・トレーニング室などを備えた施設です。新型コロナウイ
ルス感染症予防のため、下記の条件をご確認のうえ、ご利用く
ださい。
儀丁場
別府市北部
コミュ二ティーセンター

児玉病院

あすなろ館

娯楽室

平田郵便局 〒

トレーニング室

※申請書はホームページからダウンロードできます。
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別府競輪場

P 駐車場は会館の北側と南側にあります。

新型コロナウイルス感染予防のため条件付きの利用となっております
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

市営住宅

平田川

開館時間 … 午前９時〜午後10時
休 館 日 … 毎週月曜日・年末年始（12月29日〜１月３日）
申込方法 … 所定の申請書にてお申し込みください。
３か月前から予約できます。

黒木記念病院

照波園通り

ホール

ドラッグストア

各室の利用者数は、現行の定員の1/2を定員とします。
問い合わせ先
30分に１回（10分間）の換気を実施します。
☎２７-６０７０
運動時以外はマスクの着用をお願いします。
利用前に利用者全員の氏名、電話番号、健康チェックの記入をお願いします。
身体接触を伴うものや大声を出す等の利用は禁止します。
お互いの距離は２M以上の間隔をあけてください。
トレーニング室は、予約制での利用となります。

きれいに除菌をして
待ってます！

避難所における新型コロナウイルス感染症の対策として
台風や豪雨などの災害が発生しやすい季節となりました。市が開設する避難所
には多くの方が避難する可能性があります。新型コロナウイルスをはじめとする
感染症など感染拡大のリスクが高まりますので、まずは自分の身は自分で守るこ
とを意識し、感染予防の準備と早めの避難を心掛けましょう。
家屋に浸水や危険がなければ、すぐに避難所へ避難するのではなく自宅待機と
いう選択肢もあります。日ごろから自宅周辺、地域の危険な場所を把握しておく
ことで、避難場所の選択肢を増やしておきましょう。

＜非常時持出品＞ 食料・飲料・防寒着・ラジオなど
＜感 染 症 対 策＞ マスク・体温計・消毒液・石鹸・タオル・スリッパ・ゴム手袋など
◎感染症対策の持ち出し品を忘れずに準備し、避難所へ持っていきましょう。
上記お問い合わせは☎26-6070 別府市社会福祉協議会まで

ご寄付ありがとうございました（6月1日から6月30日まで）
▼香典返し（敬称略）

〜謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます〜
・２万円（亡夫 剛）鶴見……………阿部 菊美
・２万円（亡母 正根）上平田町……荒金 仙英
・１万円（亡母 渡邉ハルヱ）古市町
…………………………………………神屋 輝子
・３万円（亡母 チヨ子）亀川中央町
…………………………………………三ヶ尻 肇
・金一封（亡夫 正幸）大畑…………野田 玲子
・金一封（亡母 惠美子）中須賀本町
…………………………………………小野 恭央
・３万円（亡夫 公直）朝見１丁目
…………………………………………首藤真由美
・１万円（亡妻 イサ子）馬場………蛯原
正
・５万円（亡夫 重德）山の手町……佐藤みどり
一隅を照らす人になる

・３万円（亡母 千代子）石垣西２丁目
……………………………………………荒金
・３万円（亡義母 知恵子）上人仲町
……………………………………………畑山

▼一般寄付（敬称略）

敦
英子

・10万円(新型コロナウイルスで困っている方の為に）
…………………………南立石板地町 肥山 博子
・18,000円(会費の一部を地域福祉の為に）
……………別府絵手紙友の会 会長 小川 絹江
・１万円(地域福祉の為に)…………………匿
名
・10万円(別府市の子ども達の為に)………匿
名
（敬称略）
法人会員の紹介【６月1日〜６月30日受付分】

〜ご協力ありがとうございました〜
(株)坂井文紙商会

さあ、市民後見人になろう

第
第２回
回 市民後見人養成講座
市民後見人養成講座 参加者募集
参加者募集

当講座で成年後見制度を学び、私たち市民の手で困っている隣の人を支える地域社会を
創っていきませんか。
（昨年度講座の修了者は、今年度、フォローアップ研修に進みます。）

【講義日程 (座学)】

月

(昨年度の座学風景 ／ 修了者35名)

日(曜日)

午前10時〜午後４時

10月

３日(土)・17日(土)・24日(土)・31日(土)

11月

14日(土)・21日(土)・28日(土)

12月

５日(土)・12日(土)・19日(土)

会

場

別府市
社会福祉会館

備

考

新型コロナウイルスの影響
により、日程・開催場所に
変更の場合があります。

【対象者】別府市在住または別府市の事業所等に勤務する25歳以上の方
【定 員】20名程度
【申込受付期間】 ８月３日(月) 〜９月15日(火)
【申込方法】申込用紙に必要事項を記入し、別府市社会福祉協議会へ郵送または持参してください。
【募集要領・申込用紙配置場所】別府市社会福祉協議会、別府市高齢者福祉課・障害福祉課、各出張所
【申込用紙提出先・問合先】 生活支援・相談班

上記問合先は☎73-6070まで

市民後見人養成事業体系図

みんなで知ろう!! 認知症 ㉒
㉑
社会問題化する
認知症高齢者による行方不明
lesson⑥
⑤
認知症の、ひとり歩きについて

市民後見人は次の
育成プログラムに
基づき計画的に
養成されています

ひとり歩きによって、大きな事故になら
ないようにすることが必要です。

市民後見人バンク登録
研修課程

【基礎課程】
①基礎研修
②実務研修

対象者

一般
市民

【専門課程】
①フォローアップ研修
②体験研修

◎外出するタイミングを知らせる
【実践課程】
①困難事例検討会
②ワークショップ

あんしんサポート生活支援員・法人
後見支援員として体験を蓄積

市民
後見人

玄関にセンサーを付けたり、
ドアベルを付け
たりすることで、
周りの人がご本人の外出
に気づくことができます。
玄関に鏡や花など、ご本人が興味を持つもの
を用意することで、外出に気が付くことができ
ます。

上記お問い合わせは☎26-6070 別府市社会福祉協議会まで

福祉活動されている団体紹介のコーナーです

地域に活気！ 活動に元気！
〜地区社協活動紹介〜
境川地区社協 給食サービス事業
地域の融和と絆を深め、高齢者を激励する事を目的に､｢一人
暮らし高齢者お楽しみ会」を毎年開催しています。
ひきこもりがちになりやすい一人暮らし高齢者の方には、自
治会・民生委員・福祉協力員が参加の声掛けや送迎協力を
して、高齢者と地域の担い手が一堂に会する集いの場として
昨年で36回を迎えました。
今後も、自治会等と連携しながら高齢者の安否確認・見守り
支援や、新たな担い手を交えての地域交流の場の継続に努めて
いきます。

Anba in' Blue Birds!'
私たちは2003年に発足し、別府を拠点とし、県内外で幅
広く活動をしており、自主

90歳以上の
参加者には
直接花束と
記念品を渡
しています

イベントを開催したり、各
種イベントへの参加も積極
的に行っています。また、
別府市社会福祉協議会が実
施する「福祉まつり」の特
設ステージにて来場者の方

ステージ上だけでなく、
会場に降りて参加者の
前でベリーダンスを
披露されました

へのライブをボランティア
で行ったりもしています。
私たちの活動をツイッ
ターにも上げていますので、

赤い羽根共同募金は地区社協活動を支援しています

ぜひご覧ください!!

8月行事予定

温たまさん＆だいふくん の

健 康 の 知 恵 袋
温たまさん

−その 22−

（だ）温たまくん、毎日暑いね…運動するより冷房の下で寝
ていたいよ。
（温）なんだか、わかるよ。だけど、筋力は使わないと衰え
ていくから、ごろ寝生活を２日すると１年分の筋力が
低下すると言われているんだ。
（だ）えぇぇ！このままだと、秋になるころには…
（温）そんな、だいふくんには、テレビ番組の
合間のCMの都度、腿を高く上げ、腕を
大きくふって足踏みをするのはどう？
全身動かすから、とっても気持ちいいよ。
足音はできるだけ小さくすると効果が大きいよ。
（だ）そうだね。お部屋を適度に涼しくして、こまめに水分
を取って、３食しっかり食べながらこまめに運動を取
り入れて頑張れば、秋の行楽シーズンを楽しめるね！
！
（温）部屋の温度や水分、ご飯のことまで気を配れるなんて、
だいふくんさすがだよ、秋が楽しみだね。

編集後記
C

Team Beppyon

＊福祉会館・あすなろ館 11月分予約
受付開始 1日（土）〜
＊法律相談
11日（火） 13：00〜
社会福祉会館：要予約

だいふくん

＊ちょいボラ養成講座
18日（火） 13：30〜
社会福祉会館 : 要申込
＊終活相談

20日（木） 13：00〜
社会福祉会館 : 要予約

※上記日程は諸事情により、変更する
ことがありますので、ご参加の際に
は事前にお問い合わせください。

社協だより８月号に掲載している行事は新型コロナ
ウイルス感染予防のため､中止･延期とともに､開催
場所の変更をする場合があります。
ご参加の際には、事前にお問い合わせください。

８月と言えば、例年であれば夏休み真っただ中！…ですが、今夏は新型
コロナウイルスの影響で、夏休み返上して登校しているのではないで
しょうか？
夏休みの思い出の一つに、ラジオ体操があります。毎朝６時に、地区の
公園に集まり、眠い目をこすりつつ体操していました。
そのラジオ体操を作ったのは、NHKだと思っていましたが、実はかんぽ
生命でした！
！ラジオ体操第一・第二、第三や最近ではかなり難しい第四
体操までありますね。
気軽に自宅でできるラジオ体操を、リフレッシュタイムとしてするのも
いいですね！(ただし、熱中症に気を付けて、無理しないでくださいね）
＊夏場のマスク着用時には､熱中症にお気をつけください｡(あめ☆ぐみ)

べっぷし社協だより

第316号

編集&発行
社会福祉法人 別府市社会福祉協議会
別府市上田の湯町15番40号
TEL（0977）26-6070 FAX（0977）26-6620

http://beppu-shakyo.or.jp/

