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社会福祉会館

ご利用しませんか？
■開館時間 午前9時〜午後10時
■休 館 日 毎週水曜日
年末・年始 (12月29日〜1月3日）
現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、利用については
以下のとおり運営を行っております。ご理解とご協力をお願いします。なお、
多目的大広間のみで作法室は使用できません。再開のお知らせはホームペー
ジでいたします。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

利用は可能な限り短時間で実施してください。
人数は収容定員の半分以下とします。(50人以下）
発熱、咳、くしゃみ等体調不良の方のご利用はできません。
マスクの着用や手洗い、うがい等感染防止対策を徹底してください。
個人や少人数が体を動かす程度とし、身体接触を伴う運動はできません。
人との距離(２メートル程度)を開けてください。
飛沫感染防止のため、集団での会話はご注意ください。
会館利用中は、30分に１回換気を行ってください。
活動終了後は、速やかに退出をお願いします。
利用の際は、｢体調等確認票｣を提出していただきますので、検温を済ま
せて来館してください。

多目的大広間

団体利用の場合は、事前に
「体調等確認票」を作成し、
当日体温を記入のうえ提出
をお願いします。
ホームページからダウン
ロード可能です。

共同募金運動

『ドラえもん組立式募金箱』
にご協力をお願いします！

開封作業様子

町内対抗グラウンドゴルフ大会

別府市福祉まつりでも
共同募金が活用されています

別府市共同募金委員会では、赤い羽根共同募金運動の一環で、組立式募金箱のご協力をお願いしております。
毎年11月に集まった募金箱を開封し､翌年度､みなさまの地域で行われる地域福祉活動等に役立てられます。
また、ご協力いただける団体や企業も随時募集しておりますので、ご連絡ください。気軽に社会貢献活動
をしてみませんか。

上記お問い合わせは☎26-6070 別府市社会福祉協議会まで

令和２年度
令和２年度
一隅を
照らす人
になる

別府市市民後見セミナー

認知症、知的・精神障がいなどによって判断能力が十分でない人たちの
権利や財産を守る成年後見制度。その担い手として「市民後見人」に期待が寄せ
られています。同じ地域に住む住民目線で本人に寄り添い、本人の尊厳ある生き
方を支援する成年後見制度と市民後見活動について考えてみませんか。

〜できるかも？！社会とつながり地域を支える市民後見活動 〜

募集定員50名

入場無料
要 事前申込

【プログラム】

（１）基調講演「成年後見制度をめぐる別府市の現状と市民後見人への期待」
講

師

大分大学 経済学部 准教授

藤村

賢訓

（２）実践報告「地域ぐるみで人生会議」〜エンディングノートから考える市民後見活動〜
報告者

別府市高齢者福祉課

日時:令和２年９月12日(土) 13:00〜15:30 (12:30開場)
場所:別府市社会福祉会館 (別府市上田の湯町15番40号)
主 催:別府市、社会福祉法人別府市社会福祉協議会

岩本真理子

※新型コロナウイルスの影響で、
日程が変更・中止する場合が
あります。

大分大学 経済学部
准教授 藤村 賢訓

【お申し込み・問合先】 社会福祉法人別府市社会福祉協議会

権利擁護・あんしんサポートセンター
電話 0977-73-6070 FAX 0977-26-6620 (担当:矢野、藤澤)
E-mail : kenriyougo@beppu-shakyo.or.jp HP : http://beppu-shakyo.or.jp

福祉教育 〜訪問ワークショップ〜
※幼稚園・小中学校訪問ワークショップは令和２年度も実施いたしております。
詳しくは地域福祉班までお問合せ下さい。

IN 北部中学校

社協では「福祉フォーラム㏌別杵･速見実行委員
会」と協力して、学校を訪問し子どもたちと一緒
に障がいについて考える授業を行っています。こ
の日は、北部中学校で德田靖之弁護士による「障
がいのある人へのいじめや人権について」の授業
を行いました。今回は、コロナウイルスの感染対策
として1年生の各教室をインターネットでつなぎ、
全クラス同時にリモート授業を実施いたしました。

なお生活困窮の状況が続いている皆さまへ

ー 自立相談支援機関へのご相談と貸付期間の延長のご案内ー
総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的
な支援を受けることにより、原則３か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。

貸付延長となる方
貸付延長となる方は、原則の貸付期間の３月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入
の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が、生活困窮者自立支援法に基
づく自立相談支援機関による支援を受ける場合です。
※総合支援資金の特例貸付の初回貸付を受けており、９月までに３月目である貸付期間が到来することが必要となります。

手続きの流れ
借 受 人

①ご相談
②支援決定（※）
③延長申込み

総合支援資金の特例貸付の貸付延長に関する手続きの流れです。
まずは、生活困窮者自立相談支援機関にご相談ください。

自立相談支援機関
（支援が決定した際、
相談された内容等を
共有させていただきます。
）

市区町村社会福祉協議会

（送付）

延長決定・送金

上記お問い合わせは☎26-6070 別府市社会福祉協議会まで

都道府県
社会福祉協議会

ご寄付ありがとうございました（7月1日から7月31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〜
・３万円（亡夫 正章）中須賀本町…安部真裕美
・３万円（亡父 豊）荘園……………芦原 義崇
・３万円（亡父 正清）内竈…………恒松 達美
・２万円（亡夫 介）鶴見……………波多野キヱ子
・３万円（亡父 良二）馬場…………岩﨑 志也
・２万円（亡夫 博司）石垣東１丁目
…………………………………………丸山サチ子
・２万円（亡妻 久美子）大畑………永峰 信一
・金一封（亡父 久雄）荘園…………國武 英樹
・１万円（亡母 ヨシノ）馬場………古後 伸行
・５万円（亡妻 幸恵）扇山…………三浦 義人

・３万円（亡母
・３万円（亡妻
・３万円（亡父
・金一封（亡母
・金一封（亡夫
・３万円（亡父
・２万円（亡妻

カナヱ）馬場…………平松 明憲
喜美子）上原町………山村 文夫
友保）竹の内…………佐藤 仁哉
首藤ヨシ子）枝郷……屋田眞理子
忠夫）京町……………前川トヨ子
初男）石垣西７丁目…後藤 広信
和子）鉄輪東…………永木 春男

▼一般寄付（敬称略）

・５万円(地域福祉の為に)
………………………山の手町 荻本イトノ・坂本
・10万円(地域福祉に役立ててください)
…………………………………末広町 清家
努

令和２年７月豪 雨 災 害 各 県 義 援 金 を 社 会 福 祉 協 議 会 に て 受 付 し て い ま す。

車いすを 無料 で貸し出します
必要なもの

貸出対象

貸出期限

以下すべてに当てはまる方

６か月以内

①別府市内にお住まいの方
（短期利用の場合は不問）

②入院・入所していない方

※更新手続きにより延長可能
※貸出期間にかかわらず毎年９ 月 末 と
３ 月 末 に 更 新 が必要です。

（外泊等で短期利用の場合は不問）

③介護保険レンタル対象外の方

（要介護認定を持たない方・要支援１・
要支援２・要介護１までの方）

認知症は高齢者だけの病気では
ありません｡ 65歳未満 で発症
した場合､若年性認知症と呼ば
れています。

【こんなことが気になったらご相談ください】
会社に行く途中、道に迷って
しまった……
お料理の手順がわからなく
なった……
※他にも「切符の買い方がわからなく
なった！」など

相談無料

秘密厳守

認知症初期集中支援チーム では、
高齢者だけでなく、 若年性認知症
のサポートも行っています。

使用者の認印・
申請者の認印
※同じ名字の場合
１つで可

問合先

別府市社会福祉協議会 TEL (0977)26-6070
あすなろ館

TEL (0977)27-6070

みんなで知ろう!! 認知症 ㉓
社会問題化する
認知症高齢者による行方不明
lesson⑦
認知症のひとり歩きに備えて
◎早期発見のための工夫をしておく

万が一、ご家族が行方不明になっても、早期に発見できるように予め
準備しておくことで、
大きな事故へのリスクが低減できます。
①ご本人の行動パターンや立ち寄り場所を知っておくと、発見しやすく
なります
②記憶障害により自分で名前や住所が言えない状況を想定し、
名前や連絡
先をキーホルダーや財布など常に持ち歩くもの、
衣類に目立たぬように
記入するなど複数身に着けてもらうと安心です
③位置情報を知らせてくれるＧＰＳ端末（携帯電話の機能など）を利用
するのも効果的です
別府市ではオレンジステッカーというものがあります。
認知症の方でひとり歩きするおそれのある方
概ね65歳以上の方対象です。
問合せ先：別府市高齢者福祉課

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〜
春木川地区社協 いきいきサロン
高齢者等の方々が、無理なく楽しく通い続けられ地域交流等
が気楽にできる集いの場として、６町で「いきいきサロン」を
開催しています。地域で支援する側、される側と役割分担せず、
お互いが見守り・見守られる関係性が各町内で築かれており、
サロン運営を通じて自治会と定期的に情報交換を行い、地域支
援に繋げています。
新たな担い手が参加しやすい地域活動として、また一人でも
多くの高齢者等が安心して元気に過ごせる地域であり続けるた
めに、互いの顔がみえる活動として今後も続けていきます。
グラウンドゴルフを
終えての参加者に、
入り口で消毒・検温、
感染症対策もばっちり
です。

女声コーラス

アンサンブルセカンド
私たちは30代から60代と幅広い年代の女声コーラスグ
ループです。病院や施設のみなさまに歌を通して笑顔と
元気をお届けしています。これからも昔から歌い継がれる
懐かしい歌を中心に歌っていきますので、是非お声かけ
ください。

ボランティア登録
しませんか？
社協のボランティアに登録すると…

今年はいつも以上に
間隔に気を付けて
七夕飾りをつくりました。

・ボランティア保険に加入して安心安全にボラン
ティア活動ができます
・活動内容など、グループの紹介を社協だよりで
ご紹介させていただきます（希望者）

赤い羽根共同募金は地区社協活動を支援しています

9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 23−

だいふくん

（だ）温たまくん、僕はなぜかこの時期、何となく体調が
スッキリしないんだ。
（温）この時期は、そんな体調になる人多いよね。そんな時
は、四股ストレッチを取り入れてみるといいよ。

（だ）ほんとだ、随分体が軽く感じるよ。じゃあ体調がスッ
キリしなくて、家事や運動の前にめんどくさいと感じ
る時なんか、四股ストレッチをしてから始めると、や
る気スイッチが入っていいね。
（温）そうだよ、そんな工夫がいいんだ！
！ スッキリしない
体調の時期だけど、工夫して体を動かしながらうまく
乗り切れば、元気に紅葉が楽しめるよ！
９月になりました。秋の花..風に揺らぐコスモスに、どこからともなく遠
くから香るキンモクセイ。でも！「花より団子」のことわざのごとく、
私はぶどう・梨・キノコ・秋刀魚…と秋の味覚の美味しくなる食物が大
好きです♥ そして、そして、十五夜のお月見団子も最高です！！(食物ば

編集後記
C

Team Beppyon

かりで情緒がないですかね）
中秋の名月には、窓辺にススキを飾り、月のうさぎを想像しながらお月
見してみようかと思います(^^♪

（あめ☆ぐみ）

＊福祉会館・あすなろ館 12月分予約
受付開始 1日（火）〜
＊法律相談
８ 日（火） 13：00〜
社協会議室(社会福祉会館内)：要予約
＊別府市市民後見セミナー
12日（土） 13：00〜
社会福祉会館
＊ちょいボラ養成講座
15日（火） 13：30〜
社協会議室(社会福祉会館内)：要申込
＊終活相談
17日（木） 13：00〜
社協会議室(社会福祉会館内)：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。

べっぷし社協だより

第317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/

