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　大規模な災害時においては、地域の活動拠点が必要不可欠として、災害ボランティア

センターサテライトの設置にむけて、宮崎市社会福祉協議会（宮崎市社協）、宮崎市内19

地区の地区社会福祉協議会（地区社協）は宮崎市災害時相互応援協定を締結しました。

　また、災害ボランティアセンターサテライト運営について、災害時救援ボランティア

コーディネーターみやざき（SVCみやざき）、宮崎県防災士ネットワーク県央支部（防災

士ネットワーク）の協力を得るための協定も行いました。このことは、全国で初めての

試みで画期的なものです。

（写真は左から、宮崎県社協…高橋副会長、宮崎市社協…厚地会長、地区社協会長会…矢野会長、

SVCみやざき…河野会長、防災士ネットワーク…芝崎県央支部長、田村副市長）

全国初!!

社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会

2013.10.1
号号社協だより
みやざきみやざき



社協だより　No.1002

じぶんの町を良く するしくみ。
赤 い 羽 根 共 同 募 金

誰 に で も で き る ボ ラ ン テ ィ ア
赤い羽根共同募金は、たくさんのボランティアの人たちが支えています。
また募金をよびかける人も、募金に協力する人も、みんなボランティアです。

　お寄せいただいた募金は、共同募金委員会の審査を経て、宮崎市及
び宮崎県内の福祉施設・団体の活動に役立てられます。

多胎児サークル宮崎スマイリングクラブ

“いっしょに遊ぼう♪”
　双子や三つ子を持つ家族は、周囲に迷惑をかけて
しまうのではないかと外出を控えがちになります。
　そこで、定期的にイベントを開催することで、参
加者同志のつながりをつくり、不安や悩みを解消す
る手助けになりました。

NPO法人作業所みどり

“ 明るい町づくり”
　私たち作業所は、公園の花壇整備等を行い地域の
環境美化活動を行っております。
　共同募金からの助成により、念願の防草シートを
購入。花苗育成がスムーズに行えるようになり、作
業するみんなが意欲的に活動しています。

子育て支援

障がい福祉

作業所みどりの活動風景

交流会の様子

特集
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じぶんの町を良く するしくみ。
赤 い 羽 根 共 同 募 金

《募金運動実施期間》10月〜12月

お問合せ先 宮崎県共同募金会宮崎市共同募金委員会（宮崎市社会福祉協議会内）
〒880-0930…宮崎市花山手東3丁目25番地2　TEL（0985）52-5131

災 害 支 援 に も 活 用
災害時には、「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、被災地支援にも役
立ちます。

ボランティアグループほほえみコール

ボランティアグループおもちゃ病院たかおか

“ 電話で安否確認 ”
　一人で生活していると不安なことばかり。先日は、
振り込め詐欺や熱中症に注意するようお話いただき
ました。
　週に 1回、お電話をいただいておりボランティア
の方々の声を聞くと私も元気になります。これから
もよろしくお願いいたします。（86歳…女性より） みなさんの声を聴かせてもらい、私も元気

をいただいているんですよ。
（ほほえみコールの電話をかけている担当者）

　息子が大切にしているラジコンの修理をお願いし
ました。息子はボランティアの方の手元に釘付け。
　お家に帰ったら、元気になった息子自慢の愛車が
リビングを走り回ります。今日から少し安全運転に
なっているかも !?（高岡町在住のママより）

子どもが喜ぶ姿を見る時が、一番の
幸せですね♪（おもちゃドクター）

“物を大事にする心”

見守り活動

世代間交流



宮 崎 市 市 民 後 見 人 養 成 研 修
「市民後見人」とは‥‥
　成年後見制度全般についての正しい知識を持ち、制度利用を希望する認知症の
人や障がい者、並びにその家族等に対して適切な助言や利用手続きの支援をした
り、または本人に代わり福祉サービスの契約や財産管理などの後見活動を行う人
のことです。

平成25年度 宮崎市市民後見推進事業

主催：宮崎市・社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会

　研修では成年後見制度のしくみや、後見人に必要な心がまえ・知識を学びます。
　定年退職後もやりがいのある活動をしたい方、住み慣れた地域で社会貢献をし
たい方など、皆様の参加をお待ちしています！
　詳細は、説明会にお越しください！

「市民後見人」
ってなに？

どんなことをするの
かしら‥？

又木福祉課長
仕事の経験を

何かに活かしたいと
考えているけれど‥
研修の内容は？

参加者
募集 !

に代わり福祉

木福祉

社協だより　No.1004

《説明会から研修終了までの流れ》

説明会に参加！

研修受講の申し込み！
　　　  の説明会で配布される『市民後見養成研修受講申込書』で応募してください。

説明会において、研修を受講するための
詳しい説明をします。

応募期間：各説明会終了後から10月25日（金）まで
受…講…料：5,000 円（テキスト代等）
定　　員：25名
応募要件：【次の要件及び説明会時に示す要件のすべてを満たしている方】

①平日に活動できる方
②宮崎市在住の方（住民登録のある方）
③年齢25歳以上70歳未満の方（平成25年3月31日現在）
④養成研修説明会を含むすべての講座に参加できる方
⑤研修終了後、市民後見人として活動できる方

月　　日 時　　間 場　　　　所

10月9日（水） 10：00～ 11：00 宮崎市総合福祉保健センター

10月10日（木）

10：00～ 11：00 　〃　田野総合福祉館

13：00～ 14：00 　〃　総合福祉保健センター

14：00～ 15：00 　〃　高岡福祉保健センター穆園館

10月11日（金）

10：00～ 11：00 　〃　清武総合福祉センター

14：00～ 15：00 　〃　総合福祉保健センター

14：00～ 15：00 　〃　佐土原地域福祉センター

10月24日（木） 10：00～ 11：00 　〃　総合福祉保健センター

追加
決定

STEP1

STEP1

STEP2
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研修受講者の選考！

修了式（平成26年3月25日予定）

受講申込書及び面接をもとに、受講者を
選定します。

研修全課程修了者に対し、修了証書を交付します。

《留意点》

※全課程終了後、市民後見人として活動する意思確認をし、提出されたレポート等を市民後見運営協議会（本事業の
　審査･監督機関のこと）にはかり、法人後見支援員候補者を推薦していただきます。

基礎研修及び実務研修の全課程を受講していただきます。
（講義、実務演習、体験学習、レポート作成など）

推薦を受けた方は、次年度本会に設置予定の法人後見センター（仮称）において、法
人後見支援員として活動していただく予定です。

Ⅰ.基礎研修〈21時間〉
日　程 内　容

平成25年
11月19日（火）

開校式、オリエンテーション
「市民後見概論」

11月26日（火） 「市民後見活動の実際」
「民法の基礎」

12月 5日（木） 「成年後見制度の基礎」

12月10日（火） 「対象者理解」

12月17日（火） 「関係制度・法律」

Ⅱ.実務研修〈29時間〉
日　程 内　容

平成26年
1月14日（火） 「成年後見の実務」Ⅰ

1月16日（木） 「成年後見の実務」Ⅱ

1月21日（火） 「対人援助の基礎」
「体験学習説明」

1月22日（水）〜
　2月21日（金）

のうち1日

フィールドワーク
「家庭裁判所の役割」 他

2月25日（火） グループワーク、面接

3月  5日（水） レポート提出締切

研修開始！

･ 本研修の受講により何らかの資格が得られるわけではありません。
･市民後見人の活動は、社会貢献活動の性格を有することをご承知ください。

面接実施日
11月11日（月）・12日（火）

の2日間

【お問合せ先】

電話 52-5131〈宮崎市社会福祉協議会 地域福祉係まで〉

詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.my-shakyo.jp/

STEP3

STEP4

STEP5
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寄付者名簿
香典返し及び一般寄付（敬称略・順不同）

 本　所
【香典返し】
串間　許子（故・串間　三男）
緒方　惠子（故・緒方　政𠘑）
日野　和男（故・日野美津子）
東山眞理子（故・東山　　隆）
山川　千壽（故・山川　定一）　
大田原捨美（故・大田原キミエ）
冨加見君枝（故・冨加見　保）
坂本　泰子（故・坂本　清矩）

【篤  志】
小田　弘　　　　　    30,000 円
江坂設備工業㈱　　    50,000 円
エタニティダンスクラブ   40,000 円

 本　所
【香典返し】
上村　嘉子（故・上村　瀬市）
日髙　幹雄（故・日髙　晑子）
原　　邦子（故・原　　安治）
小島　キヨ（故・小島　久代）
古田多津子（故・古田　秀子）
後藤　重美（故・後藤　澄恵）
西道眞知子（故・西道　三男）
田村　顕子（故・田村　浅行）
川野　照子（故・川野奈須夫）

 佐土原支所
【香典返し】
川部　春久 ( 故・川部　怜子 )
田中　高伸 ( 故・田中トキエ )
冨田　盛次 ( 故・冨田　裕也 )
河島　陽子 ( 故・桑畑ミツ子 )

本　所
【香典返し】
鈴木　貞子（故・鈴木　和夫）　
染矢　典幸（故・染矢　幸子）
平島　彪吾（故・平島　民子）
井上　英子（故・井上　信生）
伊藤　武子（故・伊藤　允隆）
木下由美子（故・丸井　久子）
橘　　都子（故・橘　　脩一）
本村太久子（故・本村　忠志）
黒木　　玲（故・黒木イトノ）
河野ナルミ（故・河野　芳樹）

【篤　志】
アロハフェスティバル

100,000 円
コスモヘルスグループ ヘルスインターメソッド㈱

車椅子５台

 佐土原支所
【香典返し】
比恵島ミ子（故・比恵島正隆）
齊藤　静雄（故・齊藤チヨ子）
池田　文子（故・池田　秀宣）
福田　敏佑（故・福田美代子）

【篤志】
うたどころ はまゆう 20,000 円

 田野支所
【香典返し】
小倉　　司（故・小倉ミタキ）
安藤　信薫（故・安藤キヨ子）
山田マサヨ（故・山田　　實）
櫛間　順一（故・櫛間スミ子）
大野　正典（故・大野ムツヲ）
宮川　　彬（故・宮川　　守）

【篤志】
宮崎県心身障がい者児を守る会

13,000 円
日髙美恵子　　　　 100,000 円
㈲第一ベンディング     1,416 円
㈱九州エナジーメイツ  1,416 円
宮崎県陶芸協会　　   82,900 円

 田野支所
【香典返し】
永山　良一 ( 故・永山　　剛 )

佐土原支所
【香典返し】
新藤　利昭（故・新藤ヒサヱ）
久保由美子（故・久保　浩二）
永田　　洋（故・永田キク子）
吉村　憲一（故・吉村ミツエ）
清　　敏治（故・清　タカエ）　
河添ユキ子（故・河添　　定）
松下　　亮（故・松下チエ子）

 田野支所
【香典返し】
阿萬　美義（故・阿萬フジヲ）
梶谷　榮子（故・梶谷　治夫）
河野　博己（故・河野　勝子）

 高岡支所
【香典返し】
萩原クニ子（故・萩原　　豊）
河野　春子（故・河野　常一）
松元トミ子（故・松元　和寛）
永山　勇一（故・永山イサヱ）
猪野　洋子（故・中山マサエ）

 清武支所
【香典返し】
中吉　清文（故・中吉アヤ子）
成松　�子（故・成松　定嘉）
谷口　利秋（故・谷口　貞成）
戸髙　豊子（故・戸髙セツオ）
蛯原ヒロ子（故・黒木　和子）
杉田　陸男（故・杉田ハツ子）
小玉　照子（故・小玉　治良）

 高岡支所
【香典返し】
入田フヂ子 ( 故・入田　重利 )
宮﨑ミテル ( 故・宮﨑　常一 )
有屋田陽子 ( 故・有屋田　勲 )

 清武支所
【香典返し】
鮎川　義和 ( 故・鮎川　　悟 )
桑本　エミ ( 故・桑本　髙義 )
橋本　正行 ( 故・橋本　ヒデ )
小八重　武 ( 故・小八重愛子 )

【篤志】
日髙美恵子　　　　　50,000 円

 高岡支所
【香典返し】
黒木　厚子（故・渡邊クニエ）
日髙　和子（故・日髙　幸宏）
萩　　茂人（故・萩　ヤチヨ）

【篤志】
高岡町山下婦人部　23,990 円

 清武支所
【香典返し】
金山　秋義（故・金山トモエ）
小玉　利光（故・小玉美穗子）
小川美代子（故・長友ヨシ子）　
葊島トシ子（故・葊島　仁志）　
古澤　律子（故・黒川サチエ）
野﨑　久人（故・野﨑　博則）

【篤志】
ラピスセミコンダクタ宮崎労働組合

50,000 円
（組合設立 30 周年記念として。）

愛のご寄付ありがとうございました

5月

6月

7月
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未来みやざき子育て応援フェスティバル2013
～みんなでつくる地域の輪 子育てにやさしいまちづくり～
　安心して子どもを産むことができ、子育てを楽しい
と感じられる宮崎づくりを目指して、宮崎県と県内の
子育て支援団体、企業、行政が一丸となって開催する
イベントです。
●期日：11月16日（土）、17日（日） 10:00～16:00
●会場：宮交シティ 紫陽花ホールほか
●内容：・子育て表彰式 ・マタニティファッションショー
　　　    ・夢わくわくプロジェクト絵馬展 ・企業や団体
　　　    の子育て情報展示　ほか

街の小さな音楽会～音育始めてみませんか～
　お母さんのおなかにいる時からたくさんの音を聴いて育
つわたしたち。みやざき子ども文化センターでは、心と体
を癒してくれる素敵な音楽会を毎月お届けしています。
　乳幼児から参加できます。子どもたちが泣いたり騒いだ
りしても大丈夫ですので、お気軽にご参加くださいね♪
●期　日：10月15日(火) 11:00～11:30
●会　場：みやざき子ども文化センター・
　　　　　EHILAイベントスペース
●参加費：親子1組500円
NPO法人みやざき子ども文化センター ☎61-7590

子どもの権利ホットライン
　お父さんやお母さんのこと、兄弟のこと、友達のこと、学
校のこと、誰にも言えない悩みを弁護士さんに相談しよう
●期日：毎月第1・3月曜日
　　　　　16:00～ 17:30（11/4は休）
●電話：0985-23-6112（相談日しか繋がりません )
●相談料：無料（通話料は有料です）

高齢者・障がい者無料相談
　高齢者（65歳以上）、障がい者の方に関する法律相談
に弁護士がお答えします
◆無料法律相談（面談）◆  ※予約が必要 ☎22-2466
　●期日：毎週金曜日10:00～12:00（祝日は休）
　●会場：宮崎県弁護士会館（旭1丁目）
◆無料電話相談◆　相談専用電話　☎23-6112
　●期日：毎週金曜日 10:00～12:00（祝日は休）

宮崎県弁護士会　☎22-2466

向陽園祭のお知らせ
　今年度も下記の日程で「向陽園祭」を開催します。
向陽園で作っている製品のお買い得価格での販売や、
様々な出店、地域住民の方々の催し物等があり楽しい
お祭りとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください
●期日：11月30日(土) 10:00～ 15:00
●会場：向陽園グラウンド（大島町北ノ原）

障害福祉サービス事業所向陽園　☎25-5035

はまゆう家族の会月例会へのお誘い
　統合失調症などの精神疾患患者や障がい者を身内に
抱える家族の集まりです。家族会の活動の基本は、「学
びあい」「助けあい」「社会への働きかけ」です。一人
で悩んでいないで、同じ仲間と相談しあい、助け合っ
て元気になる方法を見つけましょう。月例会以外にも
いろいろ活動しています。　一度ご連絡ください。
●期日：毎月第3日曜日 10:00～12:00
●会場：宮崎市民プラザ 3階 会議室
宮崎市はまゆう家族の会　☎59-6055（國分）

子育て講座～コモンセンス・ペアレンティング
　日常ですぐに使える具体的な6つのしつけの方法を用
いて、子どもとの良い関係を作っていくプログラムです。
●期　日：11/12～12/17　毎週火曜日(全6回)
　　　　　　10:00～11:30
●会　場：宮崎公立大学 交流センター
●対　象：1～４歳児の保護者　●定員：8名
●参加費：1,000円 ( お茶代 ) 初回のみ　
●託　児：無料（要予約）

NPO法人ドロップインセンター　☎60-7690

第29回 宮崎身障協会 作品展
　宮崎身体障害者福祉協会会員の作成した作品を展示
します。素晴らしい作品がいっぱい！ぜひおいでくだ
さい。野菜果物販売や豚汁コーナーもあります。
●期日：11月17日（日） 10:00～ 16:00
●会場：宮崎身体障害者福祉会館
　　　　（宮崎駅東、働く婦人の家隣）
●作品内容：写真、絵画、手芸、工芸、盆栽ほか
　＊軽食コーナー、即売コーナーもあります

宮崎身体障害者福祉協会　☎29-0887

みなみのかぜ支援学校オープンスクール
　元気いっぱい、夢いっぱいの “みなみっ子”！　
　学校での学習の様子をご覧になりませんか？お気軽
にお越しください。

＊事前に電話連絡をお願いします
●期日：10月29日(火),30日(水),11月1日(金)　　　
　　　　 　9:40～ 14:10
●会場：みなみのかぜ支援学校（清武町木原）

県立みなみのかぜ支援学校　☎85-7851

健康料理教室
　地域の皆さんと青島荘利用者との交流を図りながら、
荘の栄養士が生活習慣病予防を中心に、調理・指導を
行います。みんなで楽しくおしゃべりしながら調理し
ませんか !
●期日：毎月第2火曜日10:00～ 12:30
●会場：本郷公民館　調理実習室

荘内食事サービス
　地域の在宅高齢者等で希望がある方がいらっしゃい
ましたら、青島荘の食堂で昼食を提供します。
　2日前までに申し込みが必要です。

青島荘第6回秋祭り
●期日：10月5日（土） 17:00～19:30
●会場：軽費老人ホーム青島荘 中庭（本郷南方）
●内容：ゲーム、アトラクション（和太鼓、踊り、カラオケ 
ほか）、模擬店など   ＊駐車場に限りがあります
軽費老人ホーム青島荘　☎56-2916（永友栄養士）



福 祉 総 合 相 談
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【水】
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【金】

7〜8日
【月】【火】

11 月

12月
赤い羽根共同募金
街頭セレモニー及び街頭募金
会場／ボンベルタ橘前ほか
時間／11:45〜

地区社会福祉協議会と
社会福祉施設との意見交換会

（赤江北ブロック）
会場／未定　時間／13:30〜 16:00

歳末たすけあい募金
街頭セレモニー及び街頭募金
会場／ボンベルタ橘前ほか

災害ボランティアセンター
設置 ･ 運営訓練
会場／宮崎市内各地
時間／9:00〜 12:00

簡単エクササイズ
会場／宮崎市佐土原地域福祉センター
時間／10:00〜 12:00

障がい者グラウンドゴルフ大会
会場／宮崎市佐土原地域福祉センター
時間／9:00〜 12:00

ふれあいハートサービス
初任者研修
会場／宮崎市総合福祉保健センター
時間／9:00〜 16:00

ニュースポーツ教室
※11月6日、13日、20日、27日(全4回)
会場／宮崎市佐土原地域福祉センター
時間／9:30〜 11:00

介護支援ボランティア
登録説明会
会場／宮崎市総合福祉保健センター
時間／13:30〜 15:00

ふくしまつり情報 ※ボランティア募集中!!
※小雨決行

みやざき健康ふくしまつり2013
11月3日（日・祝）10:00〜15：00　場所：フローランテ宮崎
ウルトラマンギンガショー・ステージ・グルメ・買い物・何でも体
験・健康づくりコーナーほか

2013さどわら健康ふくしまつり 
10月20日（日） 9:00〜15：00
場所：宮崎市佐土原地域福祉センター
バザー・ステージ・グルメ・健康づくり・ニュースポーツ･何でも
体験コーナーほか
第19回清武町健康福祉まつり
11月9日（土） 10:00〜15：00
場所：宮崎市清武町文化会館小ホール及び文化会館周辺
バザー・ステージ・グルメ・ボランティア体験コーナー・健康コー
ナー･防災コーナーほか

高岡ふくしの集い
12月7日（土） 10:00〜15：00
場所：宮崎市高岡福祉保健センター穆園館
バザー・ステージ発表・体験コーナーほか

無料

相談専用アドレス:soudan@my-shakyo.jp
★福祉なんでも相談:月曜〜金曜　9:00〜16:00

★法律相談:生活・福祉に関することなど、弁護士が相談に応じます。

第99号社協だより最終ペー
ジに掲載いたしました行事予
定表内の無縁仏慰霊祭は平成
25年 10月 17日に変更に
なりました。

抽選により、
赤い羽根図書カード

または
赤い羽根クオカードを
100名の方に
プレゼント !!

応募方法：はがきに住所･氏名･
まちがいの箇所･社協だよりの
感想を記入。【10月31日（木）
締切】当日消印有効
応 募 先：下記住所まで
※抽選結果については、発送をもって
かえさせていただきます。

※事前に予約が必要です。

会　場　　　　　　　  開催月 10月 11月 12月 Ｈ26/1月

宮崎市総合福祉保健センター
4日㈮ 1日㈮ 6日㈮ 10日㈮

17日㈭ 21日㈭ 19日㈭ 16日㈭

佐土原地域福祉センター 24日㈭ 28日㈭ 26日㈭ 23日㈭

田野総合福祉館 10日㈭ 12日㈭

高岡福祉保健センター穆園館 10日㈭ 14日㈭ 12日㈭ 9日㈭

清武総合福祉センター 7日㈭ 30日㈭

主な社協事業・行事予定表（10月～12月）主な社協事業・行事予定表（10月～12月）主な社協事業・行事予定表（10月～12月）主な社協事業・行事予定表（10月～12月）

訂 正

まちがいを見つけて応募しよう♪

社協だより　No.1008

まちがいは全部で 5つあるよ！

ともに支えあい　安心して暮らせる福祉のまちづくり
社会福祉
法　　人
〒 880-0930 宮崎市花山手東 3 丁目 25 番地 2　Tel.(0985)52-5131　Fax.(0985)52-5724

■ホームページ
■佐土原支所　佐土原地域福祉センター内　　　Tel.36-2020
■田 野 支 所　田野総合福祉館内　　　　　　　Tel.86-2017
■高 岡 支 所　高岡福祉保健センター穆園館内　Tel.82-4721
■清 武 支 所　清武総合福祉センター内　　　　Tel.55-6207

平成 25 年 10 月 1 日

宮崎市社会福祉協議会

宮崎市社協 検 索


