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謹んで新春の
お慶びを申し上げます
新年あけましておめでとうございます。

みなさまには、平素より本会の事業推進に対しまして、ご理解、ご協力を賜り、心から感謝を

申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、敬老行事や本会主催の福祉まつり、更には

各種研修会等をやむなく中止いたしました。

このような中、コロナの影響を受け、仕事の減少や休業、解雇等で生計の維持が厳しい世帯の

相談が急増したため、別府市が別府アリーナに設置したコロナ対策総合受付センターに社会福祉
協議会の相談窓口を設置し、生活福祉資金貸付相談や本会独自事業の小中学生の活動を支援する
「コロナに負けるな別府っ子応援特別事業」等を実施してきたところです。

また昨年12月には、認知症や障がい等があり判断能力に不安がある方が安心して暮らせるため

のお手伝いをする機関として、別府市成年後見支援センターを開設しました。

本年も、だれもが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる明るい地域社会実現

のため、行政や各地区社会福祉協議会、関係団体との連携、地域住民との協働により、なお一層
の支援体制づくりを推進してまいります。

みなさまのご支援、ご協力を賜りますとともに、この１年がみなさまにとりまして、幸せ多い

年でありますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。

別府市社会福祉協議会

会長

長 野 恭 紘

リモートで福祉教育の授業を実施

九重町災害ボランティア活動

コロナ対策総合受付センター
社協ブース
（別府アリーナ）

成年後見支援センターの開設

笑って

楽しい

講師

市民講演会
（主 催）別 府 市 社 会 福 祉 協 議 会

お電話にてお申込み

☎0977-26-6070

入場無料
要申込

感染防止
対策として
どの会場も

栗 木

別府市生活支援体制整備事業

地域での支えあい
体制づくりに向けて
一向に収束の気配を見せない新型コロナウイルス感染症の
影響は、一人ひとりの心の中に、これまでに経験したこと
のないような混乱と不安を感じさせられます。しかし、コ
ロナの影響が顕著になり始めてからもうすぐ１年､｢早く地
域での活動を再開したい」と皆さんが思っています。勇気
を持って「新しい一歩」を踏み出すためのコツを、笑い
いっぱいの栗木先生から学んでみませんか？

1

「楽しくなくっちゃ講演会じゃない」をメインテーマに
全国各地で講演会を開催。人権からボランティア、認知症、
子どもの教育など様々な分野の講演会で活躍中！人の心
をおしゃべりで、ほんわか耕す舌耕家(ゼッコウカ)です。
初めて聞く方も知っておられる方もやみつきになること
間違いなしの90分！こんな時期だからこそ楽しく学んで
地域に元気を！
！

剛

開演
会場

竹の内公民館
開演

29 ㊎

10：00〜11：30
会場

北部コミュニティー
センター（あすなろ館）

２回講演（お近くの会場にご参加ください）

28

1

10：00〜11：30

㊍

1

1

となります

氏

２回講演（お近くの会場にご参加ください）

28

別府市認知症地域支援・ケア向上推進事業

認知症 × 地域に元気を

40名の定員

mottoひょうご 事務局長

29

開演

㊍

14：00〜15：30
会場

南部地区公民館
開演

㊎

14：00〜15：30
会場

社会福祉会館

※県内でのコロナウイルス感染症の状況により、中止する場合があります。

制

少人数

認知症サポーター養成講座

無料講座
要申込

現代は認知症と共に生きる時代
まずは認知症を知ることから始めませんか？
日

時

場

所

定

員

対象者

毎月第３火曜日

14:45 〜 16:15（概ね90分）

奇数月（１.３.５.７.９.11月）は社会福祉協議会
偶数月（２.４.６.８.10.12月）は北部コミュニティーセンター（あすなろ館）
毎月７名以内

認知症について興味がある方
認知症の方への接し方などを学びたい方
これまで認知症サポーター養成講座を受けたことがない方限定

受講後は
オレンジ
リングを
進呈します！

上記お問い合わせは☎26-6070 別府市社会福祉協議会 地域福祉係 まで

ご寄付ありがとうございました（11月1日から11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

忠好）浜町…………萩野

節子

・１万円（亡母

喜美江）野口元町…後藤

雅範

・５万円（亡母

英子）青山町………松川

潤也

・３万円（亡夫

義春）山家…………貞清智恵子

・１万円（亡夫

徳雄）関の江新町…式

・金一封（亡母

多枝子）西野口町…飯野

一雄

・３万円（亡夫

初夫）上原町………中島

静江

・３万円（亡夫

正夫）北中…………吉野

洋子

・金一封（亡夫

昌也）石垣西５丁目

紀美子

…………………………………………松田てい子
・３万円（亡妻

嘉乃）青山町………首藤

健治

・３万円（亡母

通子）中島町………賀来

剛司

・３万円（亡姉

ツタ子）原町………平野

等

・３万円（亡母

田代ヨシ子）中須賀元町

…………………………………………矢田きよみ
・３万円（亡母

充江）亀川浜田町…髙橋

・３万円（亡母

喜久子）朝日ヶ丘町

…………………………………………武田
・５万円（亡妻

祐二
和久

弘代）石垣西９丁目

…………………………………………佐藤

陽一

▼一般寄付（敬称略）

・110,910円(｢別府っ子応援事業｣の趣旨に賛同し、
別府市の子どもたちの為に) …光綜合安全協力会
（敬称略）
法人会員の紹介【11月1日〜11月30日受付分 】

〜ご協力ありがとうございました〜
別府市肢体不自由児 (者)父母の会

個人市県民税の寄附金税額控除について
社会福祉法人（別府市社会福祉協議会）への寄附金が、個人の大分県民税及び別府市民税の税額控除の
対象となります。
受けられる方は、令和２年１月１日から令和２年12月31日までに寄附をされた方で、令和３年１月
１日現在、別府市内に住所を有する方となっています。
個人市県民税の税額控除を受けようとする方は、令和３年３月15日までに別府税務署で確定申告を
行う必要があります。なお、確定申告の不要な方は、別府市役所市民税課で市県民税の申告を行う必要が
あります。
【問合先】

個人県民税の寄附金税額控除 …… 大分県総務部税務課
個人市民税の寄附金税額控除 …… 別府市役所市民税課

北部コミュニティーセンターに
新たなコロナウイルス除菌対策
圧倒的なウイルス減少効果イオニアミストプロを施工

新型コロナウイルス対策として、株式会社スリー
キャンのご厚意により、北部コミュニティーセンター
（あすなろ館）で「光触媒2.0イオニアミストプロ」
を、主にカウンターやトイレ等来館者が触れるとこ
ろを中心に施工していただきました。
「イオニアミストプロ」は
安全で吹き付けるだけで
施工面がコーティングされ、
防 汚 、 防 ウ イ ル ス 、 防 菌、
防臭などの効果があります。
施工された株式会社ス
リーキャン様、ありがとう
ございました。

TEL 097-506-2384
TEL 21-1111

認知症の症状別対応のヒント
夜になると落ち着かなくなる・大きな声を出す
自分がいる場所や時間がわからなくなる認知症
けんとうしき

の症状の一つで「見当識障害」と言います。真っ
暗な中に一人でいることに
恐怖を感じている可能性が

あります。または以前に
暗い場所で怖い思いをした
のかもしれません。

対応のヒント
安心してもらうことが大切です。部屋を明るくしたり
小さめの音量でラジオをつけたりする、また、一人に
しないようにすると落ち着くことがあります。

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〜
緑丘地区社協 諸活動
地域住民の交流と健康増進、多世代交流の機会を増やすこと
を目的に、緑のあるこう会を昨年から始めました。
５町それぞれの集合場所から出発し、別府公園にゴールした

いちご会
亀Cafe

後は、会場で行われている福祉まつりに参加してイベントを楽
しむ内容です。ウォーキングや会話を楽しみながら、新たな担
い手や多世代で参加しやすい事業として行っています。

緑丘地区鶴見町から
出発の様子
(鶴見町公民館)

昨年９月からスタートしたいちご会の「亀カフェ」は毎月1日
と１５日に亀川２区公民館の庭で開催しています。季節の野菜
や果物を使った軽食メニューを３００円で提供しています。庭
にパラソルが並びその下でお話を楽しみながら、お友達、ご近
所の方などと食事が楽しめます。どなたでも参加でき、食事は
完全手作りのため数に限りがあり､売切れごめんとのことです。
みなさんとても楽しそうに活き活きと活動され、「自分が楽
しんで、好きなことをすることが長く活動をするコツ」と代表
の高橋さんがお話ししていました。

別府公園にゴール、
今から福祉まつりを
楽しみます

赤い羽根共同募金は地区社協活動を支援しています

１月 行 事 予 定

温たまさん＆だいふくん の

健 康 の 知 恵 袋
−その 27−

温たまさん

（だ）温たまくん、あけましておめでとう！

＊社会福祉会館・あすなろ館 ４月分予約
受付開始 ４日
（月）
〜
だいふくん

ぼく、お正月

をゴロゴロして過ごしちゃった。ウォーキング再開し

たいけど、寒い外に出ると、体を痛めそうで怖いんだ。

（温）あけましておめでとう、だいふくん。そうだね、温か
い部屋から急に外に出て運動すると血圧が急上昇した
り、体がこわばったりしてケガし易いからね。じゃあ
今日は、寒い
冬の中を、安
全にウォーキ
ングできるた
めのポイント

を紹介するよ。

（温）よし、ポイント守ってウォーキング頑張るぞ！
！

（だ）無理しないで、細く長く今年もやっていこうね。

編集後記
C

Team Beppyon

2021年がスタートしました！年頭に願うことは、
平和で穏やかな一
年が訪れますように！
心豊かに、
健康で、
そして笑顔あふれる日々を過ごせますように！
！
１月は睦月
（むつき）
と呼ばれ、
親族が仲睦まじく宴をする月である
からと言われています。
昭和の頃、
子どもの数も多く、
親族一同がお正月に集い、
おせちを囲
んで楽しい会話で過ごしていた良き時代がありました。
令和３年は、
どうか普通に私たちが集うことができ、
マスク着用なし
でも、
会話を楽しむことができますように！
！社協だよりに、
楽しい記
事があふれますように♥
今年も、
ご愛読よろしくお願いします(^^♪
（あめ☆ぐみ)

あすなろ館は４日は休館日の為５日
（火）
から受付

＊法律相談
12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 19日
（火）13:30 〜
社協会議室(社会福祉会館内)： 要申込
＊認知症サポーター養成講座
19日
（火）14:45 〜
社協会議室(社会福祉会館内)： 要申込
＊終活相談
21日
（木）13:00 〜
社協会議室(社会福祉会館内)： 要予約
＊市民講演会(生活支援体制整備事業)
28日(木)10:00 〜 竹の内公民館 ： 要申込
29日(金)10:00 〜 あすなろ館 ： 要申込
＊市民講演会
（認知症地域支援･ケア向上推進事業)
28日(木)14:00 〜 南部地区公民館 ： 要申込
29日(金)14:00 〜 社会福祉会館 ： 要申込

★社会福祉協議会 １月４日(月)から通常業務
★社会福祉会館
１月４日(月)から開館
★あすなろ館
１月５日(火)から開館

※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
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