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　生活・福祉に関することや、相続・離婚など、弁護士
が相談に応じます。

毎月第１（金）
毎月第３（木）
毎月第４（木）

偶数月第２（木）
奇数月第１（木）
奇数月第２（木）

5月
1日

21日
28日

9日 11日田 野 支 所

6月
5日

18日
25日

5日
12日

本　　　所

佐土原支所

清 武 支 所
高 岡 支 所

4月
3日

16日
23日

7日
14日

対象者

受　付

場　所

宮崎市民の方
(本所・佐土原支所は、1人30分5名まで)
(田野・清武・高岡の3支所は、1人30分4名まで)

平日月～金(祝日・年末年始除く)
8：30～17：00
※要予約必ず事前に申し込みをして下さい。

宮崎市社会福祉協議会　本所及び各支所 ＊＝祝日等により規定日と異なります

弁護士無料法律相談

自治会役員、民生委員・児童委員と共に高齢者宅を訪問する「福祉協力員」

福祉協力員の一斉改選が行われます。
皆様の温かいご協力をお願いします。
福祉協力員の一斉改選が行われます。
皆様の温かいご協力をお願いします。

　「福祉協力員」は自治会長と民生委員・児童委員からの推薦を受けて、宮崎市社会福祉協議会会長が委
嘱を行います。
　市内26地区、約1,800名の方が「福祉協力員」としてボランティアでご協力いただいております。
　地域の中で手助けを必要とする、高齢者や障がいのある方、子育て中の方などへの声かけや見守り活
動を通して、日頃から安心して暮らせる地域づくりのためにご活躍をいただいています。
　「福祉協力員」の活動にご理解とご協力をお願いいたします。

　令和2年2月21日に宮崎市民文化ホールにて「第69回宮崎市社会福祉大会」を開催しました。本大会は、市民と社
会福祉関係者が一堂に会し、本市の社会福祉の発展に功績のあった方々、団体の顕彰を行い、感謝の意を表するとと
もに相互の連携と決意を新たにし、社会福祉の充実を図ることを目的として毎年開催しています。

第69回 宮崎市社会福祉大会

被表彰者（敬称略・順不同）

●民間社会福祉事業功労者
矢田部みさき　髙橋　幸司　永田　誠　　野村郁奈子
●民間社会福祉事業協力者（個人・団体）
田宮　勝子　那須　悦子　長尾美砂子　兵藤よし子
立元　美子　舟橋　布子　黒木　敏子　髙妻　秀式
鐘ヶ江和貴　渡辺田鶴子　徳田美知子　川﨑　澄子
松山　冬子　山中　文子　四宮　育子　長友　章夫
田中　克子　屋木　幸子　三浦紀代子　長谷川満智子
矢野加代子　中川　喜一　石川　洋子　荒川ヨシ子
齊藤みよ子　中村　初子　飯牟礼ヨリ子　加藤　愛子
松山　英美　植村　富男　池袋　克枝　竹下　幸子
河野ひろみ　藤野　初子　若杉　英子　服部いづみ
MSC宮崎のシャイなタップダンスクラブ
音楽と朗読を楽しむ会　歌声ボランティア“たまて箱”
たかおかチャレンジ倶楽部　高岡町レクリエーション協会

●自助努力者
竹下　和彦　田村　和也　筑紫　宏樹　川越多美枝
冨永　順子　荻迫美根子
●民間社会福祉事業協力者（経済的協力・個人・団体）
塩見美津子　セントラル観光株式会社

●篤志寄付者（個人・団体）
菰渕　恒美　船ヶ山　都
株式会社 宮崎銀行
JA宮崎中央佐土原支店　
有限会社 王生工業
NPO法人オレンジ　
宮崎酸素 株式会社  青山会館
株式会社 ホテルマリックス
●奉仕功労者
田野町ボランティア連絡協議会
●優良地区
仲町自治会　西桜団地自治会

宮崎市社会福祉協議会会長表彰

宮崎県共同募金会宮崎市共同募金委員会会長表彰

新型コロナ禍みんなで乗り越えよう！
 ● 咳エチケットの徹底　～咳、くしゃみが出るときには～
　・マスクの着用　・ティッシュ・ハンカチなどで覆う　・上着の内側や袖で覆う
 ● 手洗い、うがいの徹底
　・外出先から戻った都度に丁寧に手洗い、うがいをしましょう。
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ふれあいハートサービス 協力会員！

掃除・調理・買い物・草取り・話相手等

通常の家事や庭仕事程度の内容です。

おめでとうございます！おめでとうございます！
～ボランティア活動に関する各種表彰のご紹介～

「自分のペースで」「自分にできることを」「自分のペースで」「自分にできることを」
　このほかにも、使用済みの切手や
インクカートリッジなどの収集活動
や、動物愛護の活動、保健・医療、
環境保全、社会教育など、さまざま
な分野の活動があります。ボラン
ティア活動に関心をお持ちの方は、
最寄りのボランティアセンターまで
ご相談ください！！

活動内容

①面談　②登録　③事前相談　④引き合わせ・活動
(ご経験に応じ、実際の活動現場に立ち会う実習を実施します。)

活動までのながれ

生活支援：１時間650円(30分325円)
外出支援：１時間900円

活動の実績に応じて、活動報酬費が支払われます。活動の実績に応じて、活動報酬費が支払われます。活動報酬

　誰しもが年齢を重ねたり、出産や病気などの事情により、今までできていたちょっとした日常生活に不便
が生じることがあります。本事業は、そうしたお手伝いを必要とする方と、お手伝いが可能な方双方を事前
登録し、内容に応じてマッチングして活動へつなげる有償ボランティア事業です。

　誰しもが年齢を重ねたり、出産や病気などの事情により、今までできていたちょっとした日常生活に不便
が生じることがあります。本事業は、そうしたお手伝いを必要とする方と、お手伝いが可能な方双方を事前
登録し、内容に応じてマッチングして活動へつなげる有償ボランティア事業です。

　本会が実施する移送サービス（重度身体障がい者移動支援事業）は、
重度の障がいがある方の通院や福祉サービス利用等を専用車両による送
迎にて支援する事業です。運転手をボランティアが担うことで、住民相
互の助け合いのサービスとなっています。「誰かの役に立ちたい」「ボラ
ンティアがしたい」という、あなた！運転ボランティアから始めてみま
せんか？

ちょっとした時間を、地域のために活かしませんか？
お問い合わせをお待ちしています！ ( ご相談だけでも大歓迎 )

みやざき　☎0985-52-5131(代表)
　　　　　☎0985-52-7170(直通)
さどわら　☎0985-36-2026
た　　の　☎0985-86-2017
たかおか　☎0985-82-4721
きよたけ　☎0985-55-6207

宮崎市社会福祉協議会
ボランティアセンター

お問い合わせ先：

～宮崎市社協ボランティアセンターでは、様々なボランティア活動を応援しています！！～
新年度を迎え、新しいことにチャレンジしてみませんか？
誰でも、気軽にはじめられるのがボランティア活動です。

ボランティアセンターだより

はじめてみませんか？はじめてみませんか？はじめてみませんか？はじめてみませんか？ ボランティア！ボランティア！ボランティア！ボランティア！

　子育てサロン、学習のサポート、登下校
の見守りなど

　音楽活動や囲碁、将棋、踊りや太鼓、日
曜大工、園芸・植栽、縫製など

　障がい者スポーツの補助、外出同行、点
訳・音訳、手話、イベント補助など

子どもや子育て世代と
関わる活動 趣味や特技を活かした

活動

　音楽活動、レクレーション補助、お茶出
し、傾聴活動など

　お祭りやクリスマス会などのイベント補助

施設等での活動 イベントボランティア

障がい者・児と関わる
活動

令和元年度
ボランティア功労者厚生労働大臣表彰

令和元年度
ボランティア功労者厚生労働大臣表彰
受賞団体

伝達式の様子(宮崎市長室にて)

ほほえみコール 様

【個人】 【団体】

音声訳の会たんぽぽ 様
特定非営利活動法人みやざきママパパhappy 様

活動中の
協力会員

さん

　　　の
声

募集

募集

運転ボランティア

※詳しくは、最寄りの市社協ボランティアセンター、または、「ふくしの
　保険」ホームページでご確認ください。

※プラン内容の改定がありました！

●基本プラン　　　　　　３５０円
●天災・地震保障プラン　５００円

1人あたりの年間保険料は

令和2年度の
ボランティア活動保険のご紹介

2プランに
なりました。
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令和元年度
明日のみやざきづくり表彰 (宮崎県知事表彰 )

令和元年度
明日のみやざきづくり表彰 (宮崎県知事表彰 )

　「体調や家庭の状況に合わせ
て無理なく活動しています。不
思議とこちらが元気をもらって
いるんですよ。」

川本　泰弘 様
（運転ボランティア）
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思議とこちらが元気をもらって
いるんですよ。」

川本　泰弘 様
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　民生委員・児童委員は、身近な地域で生活や暮らしに関すること、高齢者や障がい者、子育て世代等の福祉
に関する相談を受け、解決に向けた助言やサービスの紹介などの情報提供、行政などの関係機関へつなぐ活動
をしています。

　赤い羽根共同募金におきましては、令和元年度も多くの皆様からご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
法人募金で1万円以上のご協力をいただきました団体等の皆様を以下に掲載させていただきます。（敬称略・50音順）
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宮崎地区
青島神社
青山会館
あかえ整形外科医院

（株）荒殿工業
生目台カリヨン商店街
いしかわ内科
井上書道教室
岩切商事（株）
いわさき小児科
岩谷歯科医院
(有)エイエフ工業

（株）ＡＶＣ放送開発
江川ブロック工業（株）
エネルギア（株）

（株）エフエム宮崎
王生工業
大坪外科医院
大村ふとん（有）

（株）岡崎組
岡田　大
おくのうどん店
長田　一郎
尾田整形外科

（医）介護老人保健施設あおしまのいえ
かつ歯科クリニック

（株）桂防災管理
川上工業所
菊池耳鼻咽喉科医院
矯正・小児ひまわり歯科

（株）久保田オートパーツ
熊野太陽光発電㈱
桑畑整形外科

（一財）弘潤会　野崎東病院
（一財）弘潤会　野崎病院
（医）廣千会　福元医院
（学）江南学園認定子ども園　大淀幼稚園
（福）広和会
（医）紘和会　平和台病院
小緑内科クリニック
菰渕　恒美

（医）栄整形外科医院
（株）坂下組
定永耳鼻科咽喉科医院

（株）佐藤塗装店
四季クリニック

（医）慈光会　宮崎若久病院
（医）志清会　阿波岐ヶ原病院
（株）ジップデザイン
下村産婦人科医院
社会保険労務士法人事業サポート
住宅型有料老人ホーム住吉けいめい館

（医）就和会　こさい胃腸科外科
正覚寺

（医）真愛会　髙宮病院
神宮医院
新城眼科医院
(医）末次内科・小児科医院
寿し処　勝正
スマイル歯科

（医）誠仁会　まなび野耳鼻咽喉科
（医）清芳会　井上病院

（医）善仁会　市民の森病院
善栖寺　

（有）全日住研
（株）測進開発
第一ビル管理（株）

（株）ダイワコンサルタント
竹迫外科内科医院
田島塾大淀教室
たにぐちレディースクリニック
たはら小児科
中央クリエート（株）
調所　フサヨ
つばさ薬局
ツルヤ（株）
天国社 ロイヤルシティーホール宮崎

（株）デンサン
東洋環境分析センター（株）

（株）東洋ホーム
常盤産業（株）
徳育福祉会

（株）トクジン
(有)都成商事
中武建設（株）
中村内科放射線科
長山　和子
なつみ小児科クリニック
南部病院
日東（株）
ニューウェルシティ宮崎
野口総合研究所（株）
野崎漬物（株）
はまだレディスクリニック

（医）日髙　アイレHDクリニック
日髙　章
ひまわり保育園父母の会
フェニックス運営（株）

（株）富士電気工業
hairproduce NINE

（医）朋詠会 獅子目整形外科病院
（医）豊洋会　多田皮膚科
ホテルフランス
ホテル星

（株）ホテルマリックス
マキ木材商会（株）
(有)松浦組

（医）松浦みみ・はな・のどクリニック
（株）まつの
（株）松本組
(有)まるや海産

（医）三原内科
（株）都装備
（株）宮崎魚市場
（株）宮崎衛生公社
宮崎オーシャンライオンズクラブ
宮崎ガス（株）

（株）宮崎銀行　住吉支店
（株）宮崎銀行　本店
宮崎空港ビル（株）
(公財)宮崎県学校給食会
宮崎県トラック協会
(一財)みやざき公園協会
宮崎ゴルフ（株）

（株）宮崎産業開発
宮崎酸素（株）
宮崎紙業（株）
宮崎市フェニックス自然動物園管理（株）
宮崎ステーブル(有)

（株）宮崎青果
宮崎竹田物産（株）
宮崎中央ライオンズクラブ
宮崎電波サービス
宮崎トヨタ合同輸送（株）
宮崎水管理（株）

（医）雅会　河野整形外科医院
三輪商店

（株）ミンガス
村上　勝司
村田　隆司
恵歯科クリニック

（株）明光社
（株）メモリード宮崎
米良電機産業（株）

（医）もとき会　黒川皮膚科クリニック
（株）森工務店
(有)矢野和建設
大和開発（株）

（医）友愛会 上原内科医院
（株）ゆずり葉
横田内科
リコージャパン（株）

（株）レジャークリエイトサービス
わらべ

佐土原地区
（有）あがりお畳
伊勢化学工業（株）
エイド宮崎(有)
(有)蛯原石油店
NPO法人　オレンジ
エリア宮崎
九州中川ヒューム管工業（株）
ぐしけん精肉店
くらもと医院

（株）西條組
(有)斉藤産業
ＪＡ宮崎中央佐土原支店
(有)佐土原サニタリー
住宅型有料老人ホーム　千本桜坂
(有)田中屋ドライ
(有)武政自動車整備工場

（株）ハイビスカスゴルフクラブ
ピアメンタルささき病院
ひだか胃腸科医院
(有)平松工業
ボストンサイエンティフィックジャパン
宮崎県ソフトウエア
宮崎物流サービス（株）
ミヤベイ直販

（株）MOMIKI
養護老人ホーム望洋園
(有)吉川重機
(株)ワイエイチビー・ジャパン

田野地区
あけぼの診療所
グループホームあけぼの苑
グランデABC田野店

（有）末原産業
善仁会
宮崎中央農業協同組合田野支店
宮崎フォークリフト

（株）大洋建設
（有）田中漬物
（有）ディーシーイーシステム
デイサービスせせらぎ
デイサービスセンター前田家
デイサービス田野ひまわり荘
特別養護老人ホームわにつか荘
(有)長倉ブロック土木
湯田胃腸科内科
わかば保育園
(有)渡辺酒造場

（有）わにつか電気

高岡地区
麻生整形外科クリニック
天ヶ城保育園
うちやま幼保連携型認定こども園

（企）介護福祉サービスひばり
児玉胃腸科外科
こむら内科医院
さくらデンタルクリニック
小規模多機能型居宅介護ホームトクばぁちゃんの家

（株）園田グリーンセンター
高岡中央保育園
たかふさ保育園
辰元病院
デイサービスセンターはまゆう
T.H.S Racoo！
東高岡保育所
宮崎中央森林組合
穆佐保育園
(有)ゆたか

清武地区
加藤住設
小池レディスクリニック
島井歯科医院
社会福祉法人孝慈会　特別養護老人ホーム寿幸園
昭和建設（株）
ＳＵМＣＯ　ＴＥＣＨＸＩＶユニオン宮崎支部
SYSKEN宮崎支店（株）
肉のなりまつ
福永内科神経科医院
プリエール宮崎清武ホール
宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部
ラピスセミコンダクタ宮崎（株）

運動資材協力企業
植松商事（株）

（株）中央ビルファシリティーズ
（株）テレビ宮崎
宮崎ケーブルテレビ（株）

（株）宮崎太陽銀行
（株）宮崎放送

「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました
「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました
「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました
「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました

　民生委員・児童委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣の委嘱を
受け、公的に認められて、地域で活動されています。相談内容や活
動に関しては、「守秘義務」があり個人情報は守られており、安心
して相談をすることができます。
　身近な相談役として地域に寄り添い、活動している民生委員・児
童委員は安心して暮らせる福祉のまちづくりに欠かせない存在です。
民生委員・児童委員の活動にご理解とご協力をお願いいたします。

生活状況の把握をしています。
　一人暮らしの高齢者や生活上の問題を抱えている人、
子育て世代などの家庭に訪問して、日常生活の悩みや心
配事の相談を受けたり、支援を行っています。

地域を見守っています。
　住み慣れた地域で安定して暮らしていけるよう担当地
区で、支援が必要な方々の見守りを行っています。
　また、小中学校での朝のあいさつ運動や通学路での見
守り活動も行っています。

福祉サービスの情報を提供し、
関係機関につなぎます。
　高齢者や障がい者、子育て世代、さらに家庭内での困
り事など様々な相談をお受けし、必要に応じて関係機関
につないでいます。

民生委員・児童委員、
あなたの身近な相談相手です。

民生委員・児童委員、
あなたの身近な相談相手です。

民生委員・児童委員、
あなたの身近な相談相手です。

民生委員・児童委員、
あなたの身近な相談相手です。

高齢者宅への訪問

通学路での見守り活動

地域での情報交換会議



　民生委員・児童委員は、身近な地域で生活や暮らしに関すること、高齢者や障がい者、子育て世代等の福祉
に関する相談を受け、解決に向けた助言やサービスの紹介などの情報提供、行政などの関係機関へつなぐ活動
をしています。

　赤い羽根共同募金におきましては、令和元年度も多くの皆様からご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
法人募金で1万円以上のご協力をいただきました団体等の皆様を以下に掲載させていただきます。（敬称略・50音順）
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宮崎地区
青島神社
青山会館
あかえ整形外科医院

（株）荒殿工業
生目台カリヨン商店街
いしかわ内科
井上書道教室
岩切商事（株）
いわさき小児科
岩谷歯科医院
(有)エイエフ工業

（株）ＡＶＣ放送開発
江川ブロック工業（株）
エネルギア（株）

（株）エフエム宮崎
王生工業
大坪外科医院
大村ふとん（有）

（株）岡崎組
岡田　大
おくのうどん店
長田　一郎
尾田整形外科

（医）介護老人保健施設あおしまのいえ
かつ歯科クリニック

（株）桂防災管理
川上工業所
菊池耳鼻咽喉科医院
矯正・小児ひまわり歯科

（株）久保田オートパーツ
熊野太陽光発電㈱
桑畑整形外科

（一財）弘潤会　野崎東病院
（一財）弘潤会　野崎病院
（医）廣千会　福元医院
（学）江南学園認定子ども園　大淀幼稚園
（福）広和会
（医）紘和会　平和台病院
小緑内科クリニック
菰渕　恒美

（医）栄整形外科医院
（株）坂下組
定永耳鼻科咽喉科医院

（株）佐藤塗装店
四季クリニック

（医）慈光会　宮崎若久病院
（医）志清会　阿波岐ヶ原病院
（株）ジップデザイン
下村産婦人科医院
社会保険労務士法人事業サポート
住宅型有料老人ホーム住吉けいめい館

（医）就和会　こさい胃腸科外科
正覚寺

（医）真愛会　髙宮病院
神宮医院
新城眼科医院
(医）末次内科・小児科医院
寿し処　勝正
スマイル歯科

（医）誠仁会　まなび野耳鼻咽喉科
（医）清芳会　井上病院

（医）善仁会　市民の森病院
善栖寺　

（有）全日住研
（株）測進開発
第一ビル管理（株）

（株）ダイワコンサルタント
竹迫外科内科医院
田島塾大淀教室
たにぐちレディースクリニック
たはら小児科
中央クリエート（株）
調所　フサヨ
つばさ薬局
ツルヤ（株）
天国社 ロイヤルシティーホール宮崎

（株）デンサン
東洋環境分析センター（株）

（株）東洋ホーム
常盤産業（株）
徳育福祉会

（株）トクジン
(有)都成商事
中武建設（株）
中村内科放射線科
長山　和子
なつみ小児科クリニック
南部病院
日東（株）
ニューウェルシティ宮崎
野口総合研究所（株）
野崎漬物（株）
はまだレディスクリニック

（医）日髙　アイレHDクリニック
日髙　章
ひまわり保育園父母の会
フェニックス運営（株）

（株）富士電気工業
hairproduce NINE

（医）朋詠会 獅子目整形外科病院
（医）豊洋会　多田皮膚科
ホテルフランス
ホテル星

（株）ホテルマリックス
マキ木材商会（株）
(有)松浦組

（医）松浦みみ・はな・のどクリニック
（株）まつの
（株）松本組
(有)まるや海産

（医）三原内科
（株）都装備
（株）宮崎魚市場
（株）宮崎衛生公社
宮崎オーシャンライオンズクラブ
宮崎ガス（株）

（株）宮崎銀行　住吉支店
（株）宮崎銀行　本店
宮崎空港ビル（株）
(公財)宮崎県学校給食会
宮崎県トラック協会
(一財)みやざき公園協会
宮崎ゴルフ（株）

（株）宮崎産業開発
宮崎酸素（株）
宮崎紙業（株）
宮崎市フェニックス自然動物園管理（株）
宮崎ステーブル(有)

（株）宮崎青果
宮崎竹田物産（株）
宮崎中央ライオンズクラブ
宮崎電波サービス
宮崎トヨタ合同輸送（株）
宮崎水管理（株）

（医）雅会　河野整形外科医院
三輪商店

（株）ミンガス
村上　勝司
村田　隆司
恵歯科クリニック

（株）明光社
（株）メモリード宮崎
米良電機産業（株）

（医）もとき会　黒川皮膚科クリニック
（株）森工務店
(有)矢野和建設
大和開発（株）

（医）友愛会 上原内科医院
（株）ゆずり葉
横田内科
リコージャパン（株）

（株）レジャークリエイトサービス
わらべ

佐土原地区
（有）あがりお畳
伊勢化学工業（株）
エイド宮崎(有)
(有)蛯原石油店
NPO法人　オレンジ
エリア宮崎
九州中川ヒューム管工業（株）
ぐしけん精肉店
くらもと医院

（株）西條組
(有)斉藤産業
ＪＡ宮崎中央佐土原支店
(有)佐土原サニタリー
住宅型有料老人ホーム　千本桜坂
(有)田中屋ドライ
(有)武政自動車整備工場

（株）ハイビスカスゴルフクラブ
ピアメンタルささき病院
ひだか胃腸科医院
(有)平松工業
ボストンサイエンティフィックジャパン
宮崎県ソフトウエア
宮崎物流サービス（株）
ミヤベイ直販

（株）MOMIKI
養護老人ホーム望洋園
(有)吉川重機
(株)ワイエイチビー・ジャパン

田野地区
あけぼの診療所
グループホームあけぼの苑
グランデABC田野店

（有）末原産業
善仁会
宮崎中央農業協同組合田野支店
宮崎フォークリフト

（株）大洋建設
（有）田中漬物
（有）ディーシーイーシステム
デイサービスせせらぎ
デイサービスセンター前田家
デイサービス田野ひまわり荘
特別養護老人ホームわにつか荘
(有)長倉ブロック土木
湯田胃腸科内科
わかば保育園
(有)渡辺酒造場

（有）わにつか電気

高岡地区
麻生整形外科クリニック
天ヶ城保育園
うちやま幼保連携型認定こども園

（企）介護福祉サービスひばり
児玉胃腸科外科
こむら内科医院
さくらデンタルクリニック
小規模多機能型居宅介護ホームトクばぁちゃんの家

（株）園田グリーンセンター
高岡中央保育園
たかふさ保育園
辰元病院
デイサービスセンターはまゆう
T.H.S Racoo！
東高岡保育所
宮崎中央森林組合
穆佐保育園
(有)ゆたか

清武地区
加藤住設
小池レディスクリニック
島井歯科医院
社会福祉法人孝慈会　特別養護老人ホーム寿幸園
昭和建設（株）
ＳＵМＣＯ　ＴＥＣＨＸＩＶユニオン宮崎支部
SYSKEN宮崎支店（株）
肉のなりまつ
福永内科神経科医院
プリエール宮崎清武ホール
宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部
ラピスセミコンダクタ宮崎（株）

運動資材協力企業
植松商事（株）

（株）中央ビルファシリティーズ
（株）テレビ宮崎
宮崎ケーブルテレビ（株）

（株）宮崎太陽銀行
（株）宮崎放送

「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました
「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました
「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました
「赤い羽根共同募金運動」への
ご協力ありがとうございました

　民生委員・児童委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣の委嘱を
受け、公的に認められて、地域で活動されています。相談内容や活
動に関しては、「守秘義務」があり個人情報は守られており、安心
して相談をすることができます。
　身近な相談役として地域に寄り添い、活動している民生委員・児
童委員は安心して暮らせる福祉のまちづくりに欠かせない存在です。
民生委員・児童委員の活動にご理解とご協力をお願いいたします。

生活状況の把握をしています。
　一人暮らしの高齢者や生活上の問題を抱えている人、
子育て世代などの家庭に訪問して、日常生活の悩みや心
配事の相談を受けたり、支援を行っています。

地域を見守っています。
　住み慣れた地域で安定して暮らしていけるよう担当地
区で、支援が必要な方々の見守りを行っています。
　また、小中学校での朝のあいさつ運動や通学路での見
守り活動も行っています。

福祉サービスの情報を提供し、
関係機関につなぎます。
　高齢者や障がい者、子育て世代、さらに家庭内での困
り事など様々な相談をお受けし、必要に応じて関係機関
につないでいます。

民生委員・児童委員、
あなたの身近な相談相手です。

民生委員・児童委員、
あなたの身近な相談相手です。

民生委員・児童委員、
あなたの身近な相談相手です。

民生委員・児童委員、
あなたの身近な相談相手です。

高齢者宅への訪問

通学路での見守り活動

地域での情報交換会議



11
月

12
月

１
月
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宮崎市民生委員児童委員協議会　　宮崎市内各自治会

香典返し及び一般寄付
愛のご寄付ありがとうございました。（敬称略・順不同）

寄付者名簿
一般会員一般会員

綾部　澄子　　梅田　寿生　　金丸　和子　　菊池　憲生　　久保　三男　　國分　哲郎　　児玉　義信
坂井　幸郎　　芝崎　敏之　　柴﨑　幸夫　　谷口　康吉　　土屋　良子　　長友　孝二　　永吉　満
藤本　好子　　前田　智代　　松浦　茂一　　満平　美幸　　村田　隆司
山田　恵子　　山田　安則　　吉本三千代　　らべんだー　　宮崎市社協職員

賛助会員賛助会員

（株）アートイプス、（株）愛和、（株）赤木防災、アクティブ情報システム（株）、（有）旭空調設備メンテナンス、（株）アビックス
（株）生目設備、（株）池部医療器、（有）伊地知商会、（有）いろは企画、（有）ウエミ商会、（株）ウェルライフ宮崎支店
（株）栄建工業、（株）エイド宮崎、（株）エーコープみやざき Aコープ佐土原店、江坂設備工業（株）、江崎ガラス店
（株）ＮＰＫ、（有）蛯原石油店、（有）大川建設、（有）大島家電サービス、大島授産場、（有）大西ライオン堂、大野文化堂
（株）加藤工機、加納地区民生委員児童委員協議会、カフェ・コリド－ル、川越オートサービス工場、川越たたみ店
（有）川越屋、（株）川崎紙文具、企業組合ライオン堂、北一（株）、（福）キャンバスの会、救護施設すみよし、（株）九州エナジー
共立冷熱（株）、（福）清武社会福祉会、清武地区民生委員児童委員協議会、清武町遺族協助会、清武町婦人連絡協議会
清武町ボランティア連絡協議会、（有）グッドライフ、（有）クリーンハープ宮崎、ＫＵＲＯＫＩ商事、（株）ケアサポート フェニックス
ケアトピアみやざき、軽費老人ホーム 青島荘、（福）げんき、（福）孝慈会 特別養護老人ホーム 寿幸園、
更生保護法人 みやざき青雲、（医）廣千会 福元医院、（有）向陽モータース、（有）こんにちは電器、（有）財務経営サービス

（株）坂下組、（有）佐土原サニタリー、（株）産商、（株）サン設備、（医）耕和会介護老人保健施設サンヒルきよたけ
（医）耕和会グループホーム太陽の丘、（株）三洋環境社プランナー、（有）CSC 有料老人ホーム いでの郷
（有）C.C.S、（株）島津茶園、（株）シミズ、障害福祉サービス事業所　向陽園、（有）新町工務店、（有）図師工業
（株）星光商会、（有）清和自動車整備工場、（福）善仁会 障害者更生支援施設 宮崎リハビリテーションセンター
（福）日向更生センター宮崎市立養護老人ホーム 清流園、園田工務店、㈲大和防虫センター、高鍋信用金庫 清武支店
（株）武田ポンプ店、田中印刷㈲、田中法律事務所 田中 寛、（福）たらちね会 じょいすてっぷ、
（独）地域医療機能推進機構 宮崎江南病院、（株）中央ビルファシリティーズ、ツルヤ（株）、（株）テレビ宮崎、電話用品（有）、
（株）トゥギャザー、（株）トーフク、（有）時任電設、（福）德榮会介護付有料老人ホームアリビオさくら
特別養護老人ホーム　皇寿園、特別養護老人ホーム 三愛園、特別養護老人ホーム 長生園、（有）トジキ厨房機器販売

（有）トレス、中武電気管理事務所、（株）ナガタファイテック、（株）永野、中村消防防災（株）
日本ボ－イスカウト宮崎連盟中央地区協議会、（株）白陽、（株）パシフィックシステム、橋本自動車合同会社、（株）ハニー

（福）日向更生センター明星園、（福）清樹会、ブライトハウス住吉、（有）文房堂、（株）保全、（有）前田包装容器
前浜学科教室、（有）マキタ義肢製作所、松元金物店、丸田電気管理事務所、みなとでんき㈲、南日本警備保障（株）
宮崎県立みなみのかぜ支援学校、宮崎梅田学園（株）、（株）宮崎衛生公社、（株）宮崎エレベータサービス、宮崎ガス（株）
宮崎県医師協同組合、（株）宮崎県医師サービスセンター、（財）宮崎県健康づくり協会、宮崎県自閉症協会 県央支部

（福）宮崎県社会福祉事業団　障害児入所施設 ひまわり学園、宮崎県農協果汁（株）、宮崎市介護保険サービス連絡協議会
宮崎市視覚障害者福祉会、宮崎市青少年育成連合会、宮崎市青少年指導委員連絡協議会、宮崎市地域婦人会連絡協議会
宮崎市聴覚障害者協会、宮崎市手をつなぐ育成会、宮崎市保育会、宮崎市保育幼稚園課、宮崎市ボランティア協会
宮崎市老人クラブ清武地区連合会、（公財）宮崎身体障害者福祉協会、（社）宮崎青年会議所、宮崎綜合警備（株）
宮崎地区保護司会、（株）宮崎通信 宮崎支社、（株）宮崎電通保守サービスセンター、（有）宮崎日日新聞神宮販売センター

（株）宮崎ヒューマンサービス、（株）宮崎美装社、（福）宮崎福祉会、（福）宮日母子福祉事業団、（株）宮防
介護老人保健施設むつみ苑、（株）明光社、（株）森施工、（株）よいこのくに（学研）、（有）吉留機販、（有）予防医学研究所

（有）ライフサポート、龍南建設（株）、（株）レイメイ藤井

団体会員団体会員

本　　　所 香典返し 溝俣　ミネ　金森 康子　日髙 義勝　湯淺 博行
 篤　　志 宮崎市民生委員児童委員協議会 /¥203,703　㈱湖月 / お菓子
佐土原支所 香典返し 甲斐 美喜子
田　野　支　所 香典返し 落合 昭子　横山 タカエ
高　岡　支　所 香典返し 中薗 モリ　有元 寛　丸山 育子 /¥20,000
 篤　　志 本永寺チャリティー /¥9,620
清　武　支　所 香典返し 長友 ミドリ　蛯原 安德　市原 久美子　小城 茂樹　石倉 紀子　小倉 マツ子

本　　　所 香典返し 湯地 政夫　森園 留秋　日髙 サカエ　大島 シゲ子
 篤　　志 有限会社土佐商事 代表取締役 伊与田 直記 /¥100,000 
  エタニティダンスクラブ /¥30,000　宗教法人真如苑 宮崎支部 /¥200,000 
  崇稱寺　華光会・婦人会/¥10,000、タオル　有限会社華ぜん 中村 透/車椅子３台 
田　野　支　所 香典返し 板垣 シヅ子　中谷 貴律
高　岡　支　所 香典返し 齊藤 武幸　金丸 数枝
清　武　支　所 香典返し 矢野 雅彦　黒木 香代子　平松 静江　鬼束 清身　後藤 明

本　　　所 香典返し 津曲 悦子　髙妻 洋子　栗野 純子　永井 清　櫛間 房子　大山 武敏　緒方 正和
  富永 ツギ　坂本 憲司　伊藤 譲二
 篤　　志 エタニティダンスクラブ /¥40,000　㈱湖月 / お菓子
  内山禅寺 森玄堂 内山禅寺（托鉢金）/¥15,458 
佐土原支所 香典返し 宮永 ヤス子　溝辺 節夫 /¥30,000
 篤　　志 佐土原ライオンズクラブ /¥30,000
田　野　支　所 香典返し 蛯原 俊美
高　岡　支　所 香典返し 松﨑 博信　平原 紀美　藤田 眞次　椎屋 オミエ　餅丸 萬里子　中川 正美
清　武　支　所 香典返し 前﨑 美代子　奥野 廣明　諸岩 まち子

　社会福祉協議会は、住民の皆様に支えられている民間の団体です。
　「私たちのまちの福祉は私たち自身の手で！」と多くの方々に社協会員
としてご協力いただいています。
　今後ともあたたかいご支援、ご協力をお願い致します。（敬称略：50音順）

令和2年3月6日現在

※寄付者のご意向により、一部の方につきましては寄付金額を掲載しております。

宮崎市社会福祉協議会宮崎市社会福祉協議会
会員名簿会員名簿

社協会員募集中！社協会員募集中！社協会員募集中！社協会員募集中！
本会では本市の福祉を支えるサポーター
である社協会員を随時募集しております。

団体会員：一口 3,000円
賛助会員：一口 1,000円
一般会員：一口 500円

あたたかいご支援ありがとうございますあたたかいご支援ありがとうございます

　写真掲載の団体、企業の皆様
から、多額のご寄付や車椅子の
ご寄贈をいただきました。
　この貴重な、ご寄付は市民福
祉向上のため有効に活用させて
いただきます。

宮崎ライオンズクラブ 様

有限会社 華ぜん 中村　透 様

宮崎市老人クラブ連合会 様

有限会社 土佐商事 様

宗教法人 真如苑 様
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宮崎市民生委員児童委員協議会　　宮崎市内各自治会

香典返し及び一般寄付
愛のご寄付ありがとうございました。（敬称略・順不同）

寄付者名簿
一般会員一般会員

綾部　澄子　　梅田　寿生　　金丸　和子　　菊池　憲生　　久保　三男　　國分　哲郎　　児玉　義信
坂井　幸郎　　芝崎　敏之　　柴﨑　幸夫　　谷口　康吉　　土屋　良子　　長友　孝二　　永吉　満
藤本　好子　　前田　智代　　松浦　茂一　　満平　美幸　　村田　隆司
山田　恵子　　山田　安則　　吉本三千代　　らべんだー　　宮崎市社協職員

賛助会員賛助会員

（株）アートイプス、（株）愛和、（株）赤木防災、アクティブ情報システム（株）、（有）旭空調設備メンテナンス、（株）アビックス
（株）生目設備、（株）池部医療器、（有）伊地知商会、（有）いろは企画、（有）ウエミ商会、（株）ウェルライフ宮崎支店
（株）栄建工業、（株）エイド宮崎、（株）エーコープみやざき Aコープ佐土原店、江坂設備工業（株）、江崎ガラス店
（株）ＮＰＫ、（有）蛯原石油店、（有）大川建設、（有）大島家電サービス、大島授産場、（有）大西ライオン堂、大野文化堂
（株）加藤工機、加納地区民生委員児童委員協議会、カフェ・コリド－ル、川越オートサービス工場、川越たたみ店
（有）川越屋、（株）川崎紙文具、企業組合ライオン堂、北一（株）、（福）キャンバスの会、救護施設すみよし、（株）九州エナジー
共立冷熱（株）、（福）清武社会福祉会、清武地区民生委員児童委員協議会、清武町遺族協助会、清武町婦人連絡協議会
清武町ボランティア連絡協議会、（有）グッドライフ、（有）クリーンハープ宮崎、ＫＵＲＯＫＩ商事、（株）ケアサポート フェニックス
ケアトピアみやざき、軽費老人ホーム 青島荘、（福）げんき、（福）孝慈会 特別養護老人ホーム 寿幸園、
更生保護法人 みやざき青雲、（医）廣千会 福元医院、（有）向陽モータース、（有）こんにちは電器、（有）財務経営サービス

（株）坂下組、（有）佐土原サニタリー、（株）産商、（株）サン設備、（医）耕和会介護老人保健施設サンヒルきよたけ
（医）耕和会グループホーム太陽の丘、（株）三洋環境社プランナー、（有）CSC 有料老人ホーム いでの郷
（有）C.C.S、（株）島津茶園、（株）シミズ、障害福祉サービス事業所　向陽園、（有）新町工務店、（有）図師工業
（株）星光商会、（有）清和自動車整備工場、（福）善仁会 障害者更生支援施設 宮崎リハビリテーションセンター
（福）日向更生センター宮崎市立養護老人ホーム 清流園、園田工務店、㈲大和防虫センター、高鍋信用金庫 清武支店
（株）武田ポンプ店、田中印刷㈲、田中法律事務所 田中 寛、（福）たらちね会 じょいすてっぷ、
（独）地域医療機能推進機構 宮崎江南病院、（株）中央ビルファシリティーズ、ツルヤ（株）、（株）テレビ宮崎、電話用品（有）、
（株）トゥギャザー、（株）トーフク、（有）時任電設、（福）德榮会介護付有料老人ホームアリビオさくら
特別養護老人ホーム　皇寿園、特別養護老人ホーム 三愛園、特別養護老人ホーム 長生園、（有）トジキ厨房機器販売

（有）トレス、中武電気管理事務所、（株）ナガタファイテック、（株）永野、中村消防防災（株）
日本ボ－イスカウト宮崎連盟中央地区協議会、（株）白陽、（株）パシフィックシステム、橋本自動車合同会社、（株）ハニー

（福）日向更生センター明星園、（福）清樹会、ブライトハウス住吉、（有）文房堂、（株）保全、（有）前田包装容器
前浜学科教室、（有）マキタ義肢製作所、松元金物店、丸田電気管理事務所、みなとでんき㈲、南日本警備保障（株）
宮崎県立みなみのかぜ支援学校、宮崎梅田学園（株）、（株）宮崎衛生公社、（株）宮崎エレベータサービス、宮崎ガス（株）
宮崎県医師協同組合、（株）宮崎県医師サービスセンター、（財）宮崎県健康づくり協会、宮崎県自閉症協会 県央支部

（福）宮崎県社会福祉事業団　障害児入所施設 ひまわり学園、宮崎県農協果汁（株）、宮崎市介護保険サービス連絡協議会
宮崎市視覚障害者福祉会、宮崎市青少年育成連合会、宮崎市青少年指導委員連絡協議会、宮崎市地域婦人会連絡協議会
宮崎市聴覚障害者協会、宮崎市手をつなぐ育成会、宮崎市保育会、宮崎市保育幼稚園課、宮崎市ボランティア協会
宮崎市老人クラブ清武地区連合会、（公財）宮崎身体障害者福祉協会、（社）宮崎青年会議所、宮崎綜合警備（株）
宮崎地区保護司会、（株）宮崎通信 宮崎支社、（株）宮崎電通保守サービスセンター、（有）宮崎日日新聞神宮販売センター

（株）宮崎ヒューマンサービス、（株）宮崎美装社、（福）宮崎福祉会、（福）宮日母子福祉事業団、（株）宮防
介護老人保健施設むつみ苑、（株）明光社、（株）森施工、（株）よいこのくに（学研）、（有）吉留機販、（有）予防医学研究所

（有）ライフサポート、龍南建設（株）、（株）レイメイ藤井

団体会員団体会員

本　　　所 香典返し 溝俣　ミネ　金森 康子　日髙 義勝　湯淺 博行
 篤　　志 宮崎市民生委員児童委員協議会 /¥203,703　㈱湖月 / お菓子
佐土原支所 香典返し 甲斐 美喜子
田　野　支　所 香典返し 落合 昭子　横山 タカエ
高　岡　支　所 香典返し 中薗 モリ　有元 寛　丸山 育子 /¥20,000
 篤　　志 本永寺チャリティー /¥9,620
清　武　支　所 香典返し 長友 ミドリ　蛯原 安德　市原 久美子　小城 茂樹　石倉 紀子　小倉 マツ子

本　　　所 香典返し 湯地 政夫　森園 留秋　日髙 サカエ　大島 シゲ子
 篤　　志 有限会社土佐商事 代表取締役 伊与田 直記 /¥100,000 
  エタニティダンスクラブ /¥30,000　宗教法人真如苑 宮崎支部 /¥200,000 
  崇稱寺　華光会・婦人会/¥10,000、タオル　有限会社華ぜん 中村 透/車椅子３台 
田　野　支　所 香典返し 板垣 シヅ子　中谷 貴律
高　岡　支　所 香典返し 齊藤 武幸　金丸 数枝
清　武　支　所 香典返し 矢野 雅彦　黒木 香代子　平松 静江　鬼束 清身　後藤 明

本　　　所 香典返し 津曲 悦子　髙妻 洋子　栗野 純子　永井 清　櫛間 房子　大山 武敏　緒方 正和
  富永 ツギ　坂本 憲司　伊藤 譲二
 篤　　志 エタニティダンスクラブ /¥40,000　㈱湖月 / お菓子
  内山禅寺 森玄堂 内山禅寺（托鉢金）/¥15,458 
佐土原支所 香典返し 宮永 ヤス子　溝辺 節夫 /¥30,000
 篤　　志 佐土原ライオンズクラブ /¥30,000
田　野　支　所 香典返し 蛯原 俊美
高　岡　支　所 香典返し 松﨑 博信　平原 紀美　藤田 眞次　椎屋 オミエ　餅丸 萬里子　中川 正美
清　武　支　所 香典返し 前﨑 美代子　奥野 廣明　諸岩 まち子

　社会福祉協議会は、住民の皆様に支えられている民間の団体です。
　「私たちのまちの福祉は私たち自身の手で！」と多くの方々に社協会員
としてご協力いただいています。
　今後ともあたたかいご支援、ご協力をお願い致します。（敬称略：50音順）

令和2年3月6日現在

※寄付者のご意向により、一部の方につきましては寄付金額を掲載しております。

宮崎市社会福祉協議会宮崎市社会福祉協議会
会員名簿会員名簿

社協会員募集中！社協会員募集中！社協会員募集中！社協会員募集中！
本会では本市の福祉を支えるサポーター
である社協会員を随時募集しております。

団体会員：一口 3,000円
賛助会員：一口 1,000円
一般会員：一口 500円

あたたかいご支援ありがとうございますあたたかいご支援ありがとうございます

　写真掲載の団体、企業の皆様
から、多額のご寄付や車椅子の
ご寄贈をいただきました。
　この貴重な、ご寄付は市民福
祉向上のため有効に活用させて
いただきます。

宮崎ライオンズクラブ 様

有限会社 華ぜん 中村　透 様

宮崎市老人クラブ連合会 様

有限会社 土佐商事 様

宗教法人 真如苑 様
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　生活・福祉に関することや、相続・離婚など、弁護士
が相談に応じます。

毎月第１（金）
毎月第３（木）
毎月第４（木）

偶数月第２（木）
奇数月第１（木）
奇数月第２（木）

5月
1日

21日
28日

9日 11日田 野 支 所

6月
5日

18日
25日

5日
12日

本　　　所

佐土原支所

清 武 支 所
高 岡 支 所

4月
3日

16日
23日

7日
14日

対象者

受　付

場　所

宮崎市民の方
(本所・佐土原支所は、1人30分5名まで)
(田野・清武・高岡の3支所は、1人30分4名まで)

平日月～金(祝日・年末年始除く)
8：30～17：00
※要予約必ず事前に申し込みをして下さい。

宮崎市社会福祉協議会　本所及び各支所 ＊＝祝日等により規定日と異なります

弁護士無料法律相談

自治会役員、民生委員・児童委員と共に高齢者宅を訪問する「福祉協力員」

福祉協力員の一斉改選が行われます。
皆様の温かいご協力をお願いします。
福祉協力員の一斉改選が行われます。
皆様の温かいご協力をお願いします。

　「福祉協力員」は自治会長と民生委員・児童委員からの推薦を受けて、宮崎市社会福祉協議会会長が委
嘱を行います。
　市内26地区、約1,800名の方が「福祉協力員」としてボランティアでご協力いただいております。
　地域の中で手助けを必要とする、高齢者や障がいのある方、子育て中の方などへの声かけや見守り活
動を通して、日頃から安心して暮らせる地域づくりのためにご活躍をいただいています。
　「福祉協力員」の活動にご理解とご協力をお願いいたします。

　令和2年2月21日に宮崎市民文化ホールにて「第69回宮崎市社会福祉大会」を開催しました。本大会は、市民と社
会福祉関係者が一堂に会し、本市の社会福祉の発展に功績のあった方々、団体の顕彰を行い、感謝の意を表するとと
もに相互の連携と決意を新たにし、社会福祉の充実を図ることを目的として毎年開催しています。

第69回 宮崎市社会福祉大会

被表彰者（敬称略・順不同）

●民間社会福祉事業功労者
矢田部みさき　髙橋　幸司　永田　誠　　野村郁奈子
●民間社会福祉事業協力者（個人・団体）
田宮　勝子　那須　悦子　長尾美砂子　兵藤よし子
立元　美子　舟橋　布子　黒木　敏子　髙妻　秀式
鐘ヶ江和貴　渡辺田鶴子　徳田美知子　川﨑　澄子
松山　冬子　山中　文子　四宮　育子　長友　章夫
田中　克子　屋木　幸子　三浦紀代子　長谷川満智子
矢野加代子　中川　喜一　石川　洋子　荒川ヨシ子
齊藤みよ子　中村　初子　飯牟礼ヨリ子　加藤　愛子
松山　英美　植村　富男　池袋　克枝　竹下　幸子
河野ひろみ　藤野　初子　若杉　英子　服部いづみ
MSC宮崎のシャイなタップダンスクラブ
音楽と朗読を楽しむ会　歌声ボランティア“たまて箱”
たかおかチャレンジ倶楽部　高岡町レクリエーション協会

●自助努力者
竹下　和彦　田村　和也　筑紫　宏樹　川越多美枝
冨永　順子　荻迫美根子
●民間社会福祉事業協力者（経済的協力・個人・団体）
塩見美津子　セントラル観光株式会社

●篤志寄付者（個人・団体）
菰渕　恒美　船ヶ山　都
株式会社 宮崎銀行
JA宮崎中央佐土原支店　
有限会社 王生工業
NPO法人オレンジ　
宮崎酸素 株式会社  青山会館
株式会社 ホテルマリックス
●奉仕功労者
田野町ボランティア連絡協議会
●優良地区
仲町自治会　西桜団地自治会

宮崎市社会福祉協議会会長表彰

宮崎県共同募金会宮崎市共同募金委員会会長表彰

新型コロナ禍みんなで乗り越えよう！
 ● 咳エチケットの徹底　～咳、くしゃみが出るときには～
　・マスクの着用　・ティッシュ・ハンカチなどで覆う　・上着の内側や袖で覆う
 ● 手洗い、うがいの徹底
　・外出先から戻った都度に丁寧に手洗い、うがいをしましょう。


