令 和 2 年 1 1 月号

別府市成年後見支援センタ−が

住み慣れた
地域で
安心して
暮らしていく
ために

お知らせ

No.319
認知症などにより
日常生活に不安の
ある方･ご家族は、
お気軽にご相談く
ださい

令和２年１２月１日（火）オープンします
主

な

業

務

内

容

②専門相談・利用支援

①広報・普及啓発
・市民向けのセミナーや出前講座等を行い、
成年後見制度の正しい知識の普及と利用
の促進に努めます。

④後見人等の受任調整

・市民後見人を養成するとともに、継続的
な研修等資質の向上に努め、市民後見活
動をサポートします。

⑤後見人等への支援

⑥地域連携ネットワークの構築

・市民後見人や親族後見人等の各種相談に
応じ、必要な専門的助言等のサポートを
行います。

・本人の状況に応じ適切な後見人候補者
の検討、家庭裁判所への推薦等を行い
ます。

③人材育成・活動の促進

・弁護士、司法書士等が面談により専門的
な相談に応じます。
・後見開始の申立て等に対し必要な助言や
同行支援等を行います。

・行政、司法、医療、福祉、金融等関係機
関と連携体制を築き、後見制度が利用し
やすい環境を整えます。

●成年後見制度は、判断能力が衰えた方の権利や財産を法律的に保護し支援する権利擁護の仕組みです。

●成年後見人等と本人との関係別

成年後見制度利用の現状（平成31年/令和元年）

※今後、親族後見人への支援機能の強化が必要

申し立ての動機は、預貯金等の管理・解約、次いで、
身上保護となっていますが、別府市の成年後見制度利用
割合は3.2％と低調です。

●主な申立ての動機別件数・割合
預貯金等の
管理・解約

(7,779)

(27,930)

78％

（単位: 件）

●親族以外の内訳

16,357(21.8%)

介護保険契約

※今後、
「市民後見人」の
養成･活動支援が必要
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その他

2,561(3.4%)
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〒874-0908 別府市上田の湯町15番40号 別府市社会福祉会館内
☎ (0977)73-6070 FAX (0977)26-6620

「第33回別府市福祉まつり・第45回市民と消防のつどい」の開催中止のお知らせ
毎年、11月の第２日曜日に開催していました「別府市福祉まつり・市民と消防のつどい」の開催につきまして
は、例年多くの市民や団体の皆様のご参加とご来場をいただき、市民誰もが参加し「つながり」「かかわりあい」
を築く交流の場として、さらに防火防災意識の啓発を図るために世代を超えて体験と交流のイベントとして開催し
ています。
しかしながら、本年（11月８日開催予定）は新型コロナウイルスの感染の影響により、見通しが立たない状況で
あり、感染防止対策を行っても、ふれあいと交流を目的とする本イベントの開催は非常に難しいと判断し、本年の
開催を中止させていただくこととなりました。
本イベントを楽しみにされていた、多くの参加団体や市民の皆様には心からお詫び申し上げますとともに、ご理
解をお願い申しあげます。

募 集 コ ー ナ ー
①

別府っ子応援事業

活動
支援

頑張る子どもたちの夢を
応援します !!
申請は随時受け付けています

スポーツ活動、文化・芸術活動
などに興味や学びたい気持ちを
持った小中学生を対象に、経済
的事情により活動の継続を断念
しなければならないことなどを
防ぐため､意欲･才能のある子ど
もたちを対象に用具購入の助成
をします。
支

援

金

額

小学生………20,000円(上限)
中学生………30,000円(上限)

②

歳末たすけあい募金
配分先募集！

対象団体

別府市内で活動する福祉団体、ボラ
ンティアグループ･団体､NPO法人等

対象事業

令和２年12月１日から令和３年２月
23日の期間に実施する高齢者や障が
い者等との交流支援・地域福祉事業

金

１団体につき、上限５万円

額

申込締切日

令和２年12月７日

※詳しくは別府市社協ホームページ内の
助成・配分金情報をご覧ください。

歳末たすけあい募金は共同募金の一環です。

※支援対象者等詳細はこちらへ→

災害ボランティア
③
事前登録制度に
④
ご協力お願いします！
この制度は、災害時におけるボランティア
活動として、迅速かつ効果的な被災者支援と
生活再建、災害ボランティアセンターの運営
のために自発的な活動をいただける方へ事前
登録をお願いしており
ます。ご登録者には、
災害ボランティアに関
する協力のお願い、ま
たは、情報提供や研修
会、災害ボランティア
センター運営訓練等の
ご案内をさせていただ
きます。

⑤

〜フードドライブ〜
食品募集のお願い！
！

フードドライブとは、家庭で余っ
た食品を持ち寄り、それを必要とす
る人々にフードバンクなどを通じて
寄付する活動の事です。

ふるサポ募金に
ご協力お願いします！

今年度は新型コロナウイルス感染症流行に伴う
影響で、人と人とが距離を取ること、接触する機
会を減らすことが求められており、街頭募金を始
め、例年どおりの募金活動を行う事が困難な状況
です。
共同募金はインターネット
から、自分のふるさとや好き
な地域に募金ができる『ふる
サポ募金』があります。ご協
力よろしくお願いします。

https://www.akaihane.or.jp/furusapo/

ご寄贈して
いただきたい
食品
受付
できない
食品

〇
〇
〇
〇

お米
インスタント食品
レトルト食品
缶詰 等

×生鮮食品や賞味期限が１ヶ月未満のもの
×賞味期限が記載されていないもの
×開封しているもの
×お米は､収穫から２年以上たったものや
精米から２ヶ月以上たったもの

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（9月1日から9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〜

・５万円（亡夫 俊徳）朝日ケ丘町……宇治田恒子
・３万円（亡夫 賢二）鳥越……………永井 清美
・３万円（亡次女 秀美）光町…………吉田津畄子

・１万円（亡妻 千里）野口中町……島崎 俊雄
・３万円（亡夫 勝彦）内竈…………佐藤 叔子
・金一封（亡妻 栄子）実相寺………荒金 紀征
・３万円（亡夫 新治）野口中町……時枝ツユ子
・３万円（亡夫 進）中央町…………宮田 郁子
・２万円（亡妻 幸子）東荘園………中川 次男
・３万円（亡母 トシヱ）南立石１区
…………………………………………米谷 敏彦
・１万円（亡母 清子）朝見１丁目…五島 由紀
・１万円（亡兄 原 良治）富士見町
…………………………………………沖
茂美
・金一封（亡夫 俊秀）上原町………阿部 季子
・１万円（亡夫 正博）中島町………下森 町子
・金一封（亡妹 房子）岡山県倉敷市水江
…………………………………………森下 良文
・２万円（亡母 大森ツルヱ）南立石板地町
…………………………………………安部 廣行

▼一般寄付（敬称略）

・１万円(地域福祉の為に)
……………………………中央公民館コーラス教室
・５千円(車いす借用のお礼として)
…………………………………鉄輪上 小野ミツ子
・１万円(車いす借用のお礼として)
………………………………上人仲町 平松 末子
・５千円(結婚記念日10/2を感謝して)
…………………………石垣東６丁目 渡
新久
・１万円(地域福祉の為に)………………匿
名
・５千円(車いす借用のお礼として)
……………………………朝見１丁目 高倉 義和

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 け 付 け て い ま す 。

利用してみませんか？「あんしんサポート」
福祉サービス利用の

① お手伝いをします

どんなサービスが利用できるか、
どのように利用すれば
良いかを分かりやすく
説明します。

日常的なお金の管理を

大事な書類を

② お手伝いします

③ お預かりして
保管します

光熱費などの公共料金の生活に
必要な支払い手続き、生活費を
預金から引き出す等の金銭管理
をお手伝いします。

預金通帳や年金証書、不動産権利証や
実印、銀行印など大切なものを金庫にて
保管します。

嘱託職員の募集のお知らせ
別府市社会福祉協議会では、
自立支援相談員を募集しています。
募集職員

専門相談員（嘱託職員）１名
応募資格

福祉相談業務に関わる専門資格
（社会福祉士等）を有する人
待

遇

月額16万円〜18万円
月額18万円120万円

通勤･期末･資格手当あり､社会保険加入
※詳しくは、別府市社会福祉
協議会ホームページをご覧
ください。

【問合先】総務・市民活動係

問合先

契約後の生活支援員による訪問・書類等のお預かりには利用料が必要です。
サービス内容・料金等、詳細につきましてはお気軽にお問合せ下さい。

権利擁護･あんしんサポートセンター

☎(0977)73-6070

みんなで知ろう!! 認知症 ㉕
社会問題化する
認知症高齢者による行方不明
lesson⑨

行方不明者届け出状況（認知症）
警察署
別府市
大分中央
大分東
大分南
杵築日出

届出数

男性

女性

14
17
11
9

7
10
5
6

7
7
6
3

警察署
別府市
大分中央
大分東
大分南
杵築日出

男性

女性

13
18
19
10

30
31
27
3

17

2

認知症に係る保護の状況
20

61

15

平成30年

合計

81

43
49
46
13

別府市周辺の
行方不明者の現状

死亡発見 生存発見

1

0
1
1
0

16

14
15
9
9

平成30年

未発見

0

0
1
1
0

認知症と思われる保護は別府市だけで
年間80件以上です。ひと月に６人は
保護されていることになります。
万が一、行方不明になってしまっても、
早期の発見をする
には地域の方々の
力が必要です。

次回は最終回「認知症高齢者ひとり歩き捜索模擬訓練」の目的についてお伝えします。

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〜
東山地区社協 諸活動(グラウンドゴルフ)
地区の交流活動と、高齢者の外出の機会を増やすことを目的
に､地区社協事業と公民館事業「東山学びのカレッジ」協力開催
として、年２回グラウンドゴルフ大会を行っています。
地域の高齢者は、互いに見守り見守られる関係性ができてい

あいう笑がお〜おおいた〜

ますが、外出の機会を増やすことや新たな担い手が一緒に参加
できるよう、今後はグラウンドゴルフも含め世代交流事業を増
やしていきたいと考えています。

白熱した
プレーが
続いて
います

４か月ぶりに集まってタオル帽子づくりを再開した「あいう
笑がお〜おおいた〜」のみなさん。
入院して闘病中の患者様に手作りのタオル帽子を作るボラン
ティアをしています。タオルの生地や柄にも
こだわり、被ってくださる方のことを思い
ながら作成されています。
一緒に作ってくださるメンバー募集中です★
地域福祉係までお問い合わせください。

赤い羽根共同募金は地区社協活動を支援しています

11 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 25−

だいふくん

（温）11月14日は世界糖尿病デーだよ。
（だ）あっ、僕知ってる！糖尿病は、心臓や血管の病気も引
き起こし易くするけど、健康的な食事と適度な運動を
取り入れた生活を送ると、予防や改善できるんだよね。
運動の秋だから、どんな運動をしようかな……
（温）それなら、小さなボールや
丸めたタオルをニギニギし
ながら、ウォーキングをす
るのはどう?
少しばかり息が上がる程度
に、早歩きにすれば糖尿病
には効果的だよ。しかも、
ニギニギするのは、寿命
とも関係している握力を高めるから一石二鳥なんだ。
（だ）よし、今月はニギニギウォーキングと健康的な食事を
頑張って、糖尿病の予防に励むぞ！
！

編集後記
C

Team Beppyon

秋が去り、冬の訪れを感じる11月となりました。
今年に入り、日本中、数多くのイベントが新型コロナウイルスの
影響で中止になりました。
そして、毎年多くの皆さま方が楽しんでくださっていた「別府市
福祉まつり・市民と消防のつどい」も、残念ながら中止となりま
した。
このような時だからこそ、私たち一人ひとりが、それぞれに合っ
た楽しみ方やリラックス方法を見つけ、明るい未来を信じて、元
気に過ごしていきたいですね！！
（あめ☆ぐみ)

＊福祉会館・あすなろ館
令和３年２月分予約
受付開始 1日（日）〜
＊法律相談
10日（火） 13：00〜
社協会議室(社会福祉会館内)：要予約
＊ちょいボラ養成講座
17日（火） 13：30〜
社協会議室(社会福祉会館内)：要申込
＊終活相談
19日（木） 13：00〜
社協会議室(社会福祉会館内)：要予約
＊市民後見人養成講座（受付終了）
14日
（土）
・21日
（土）
・28日
（土）
10：00〜 社会福祉会館
※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319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/

