
ギターコンサートを開催
　カナリーギターサークル様のご協
力により、2月12日（水）にロビーコン
サートを開催しました。
　ギターの生の音に聞き惚れ、観客
の皆様から「よかったよ！」「感動した！」
と感想がでていました。

　３月２１日、時津町児童発達支援センターひま
わりの園では９名の園児が卒園しました。今回は
新型コロナウイルス対策のため小規模で行われ
ました。保育証書授与で名前を呼ばれると卒園児
の元気な声が部屋中に響き、子どもたちの成長
に胸がいっぱいになりました。また、在園児から
のビデオレターもあり心温まる式となりました。

　「パソコンに関する駆け込み寺」として
月に1回実施している人気のサロンです。
興味のある方はお気軽にご参加ください。
【日程】 令和２年 4/21・5/19・6/16・7/21

9/15・10/20・11/17・12/15
　　　 令和3年 1/19・2/16
【時間】9:30～ 11:30 
【対象】下記の条件、全てを満たす方
◆町内在住で60歳以上の方
◆ノート型パソコンを持参できる方
（パソコンのOSは、Windows8以上のもの）
◆簡単な文字入力ができる方。自己評価で可

【場所】町総合福祉センター
【申込】本協議会（882-0777）

　自立した生活を送るために、健康
長寿を目指しましょう！
　生活習慣病・運動・栄養・口腔・
閉じこもり・認知症・うつをテーマ
とし、専門講師がわかりやすくお話し
します！
【日程】6/1・6/８・6/15・6/22
　　　6/29・7/6（すべて月曜日）
【時間】10:00～ 11:30
【対象】町内在住60才以上の方
【場所】町総合福祉センター
【申込】・本協議会（882 - 0777）

・町包括支援センター
　（813-2530）

　1月２８日に、セブン-イレブン
様から加工食品や日用品など
を寄贈していただきました。
　いただいた品は、以下の方々
に活用していただきました。

 ・地域カフェ　とき 様
 ・子ども食堂　はこべら 様
 ・時津町身体障害者福祉協会 様

 他

・在宅での生活援助及び身体介護
通院介助等（時津町内）
・訪問方法は公共交通機関、自家用車、徒歩等
・利用者様宅へ直行直帰

 必要資格　介護福祉士又は
初任者研修（ 旧ヘルパー２級 ）

 勤務時間　シフト制（ 8:15～ 19:00の2時間
以上）週2日～週5日程度

※休日や就業時間等できる限り相談に応じます。
詳しくは本協議会へお問い合わせください。
TEL８８２－０７７７

福祉センターのロビーを
活用しませんか！
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【香典返し寄付】　令和元年12月17日～令和2年3月6日受付分
　　　　子々川　郷　　石橋　茂樹　様　（故　石橋ハツヱ　様）
　　　　日　並　郷　　松尾　伸行　様　（故　松尾　清子　様）
　　　　左　底　郷　　丸尾 フミヨ　様　（故　丸尾　　滿　様）
　　　　野　田　郷　　塩﨑奈美子　様　（故　塩﨑　　修　様）
　　　　浦　　　郷　　山口　弘隆　様　（故　山口サチ子　様）
　　　　浜　田　郷　　川口　昇平　様　（故　川口　　貢　様）

【一 般 寄 付】　浜田３自治会　様　　
時津中学校昭和47年卒業生同窓会　様
西彼杵郡グラウンドゴルフ協会　様

あたたかい善意ありがとうございました

＜香典返しは社会福祉協議会へ＞
　社会福祉事業のために、時津町社会福祉協議会が行っている事業に有効に
活用させていただきます。
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カナリーギターサークル様の演奏
急募！

　普段の練習の成果発表の場としてコンサートや
作品展示会場として利用できます。
　コンサート会場としての利用は、椅子席が50～
60席、利用時間は1時間程度です。アップライトピ
アノがあります。
　展示会としては、展示パネル4枚、長机4台が利
用できます。期間は1週間から1ヶ月程度です。

受 講 者 募 集！
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　日本赤十字社は「人道」を基本理念として、災害
救護をはじめとする様々な活動を展開しています。
　大規模災害時には、発災直後に救護員を派遣し
ての医療救護活動やこころのケアなどの被災者
に寄り添う活動を行っています。
　本年も赤十字活動へのご理解をいただくため
の全国一斉キャンペーンを実施いたします。ひとり

でも多くの
方々に活動
資金へのご
協力を賜りま
すようお願い
申しあげま
す。

JINRIKI寄贈
　有限会社 協和清掃（代表取締役：
福元政司）様から地域貢献として、けん引
式車いす補助装置「JINRIKI（じんりき）」
を寄贈していただきました。この装置は、
車いすに装着することで人力車のように
けん引できる装置で、災害時に車いす利
用者を素早く避難させたり、車いすに荷
物を積んで
運ぶなどさ
まざまな場
面で活用で
きます。

ボランティア活動保険のご案内ボランティア活動保険のご案内
　ボランティア活動中におこる様々な事故への備えとして、無償で活動するボランティアの
ための保険制度です。活動場所への往復途上の事故や、熱中症による傷害も補償します。

小さな掛け金で大きな補償となっています。安心安全のためにも加入をお勧めします。
詳しくは、本協議会へお尋ねください。　　TEL ０９５－８８２－０７７７

子々川自治会
日並１自治会
日並２自治会
久留里自治会
左底自治会
浦１自治会
浦２自治会
浦３自治会
浦４自治会
野田自治会
元村１自治会
元村２自治会
浜田１自治会
浜田２自治会
浜田３自治会
浜田４自治会
浜田５自治会
小島田自治会
スカイマンション
西時津自治会

街頭募金では、
時津町民生児童委員
協議会様にご協力
いただきました。

ありがとうございます。

【募 金 箱 設 置 協 力 機 関】

　歳末たすけあい募金は、町内の皆様から多くの募金をお寄せいた
だきました。この募金を財源に、下記の方々へ支援金として配分しました。

 ①低所得世帯　
 ②在宅重症心身障害児・者
 ③長期ねたきり者

子々川自治会
日並１自治会
日並２自治会
久留里自治会
左底自治会

この広報紙は、皆さまから寄せられました赤い羽根共同募金配分金で作られています。
他にも、高齢者対象の各教室やスポーツ大会、児童生徒を対象とした各教室、また、

ボランティア協力校・福祉団体への助成も赤い羽根共同募金配分金により行っています。

5月１日～３１日は赤十字月間です

日本赤十字募金のお願い医療法人光善会長崎百合野病院
有限会社中部通信システム
西彼環境衛生事業協同組合
有限会社 吉松クリーン商事
株式会社 長崎土建工業所
日本ボーイスカウト第12団
株式会社サン・オノフレ
日本紙工印刷 株式会社
櫻井印刷紙工 有限会社
長星安全産業 株式会社
有限会社金子兄弟造園
長崎タクシー共同集金
有限会社 末次材木店
おがわ眼科クリニック
もとかわ耳鼻咽喉科
有限会社 肉の大川
株式会社 山脇清掃
タイヤショップ時津
中山整形外科医院

長寿会（子々川シニアクラブ）
万寿会（久留里シニアクラブ）
百働会（西時津シニアクラブ）
喜楽会（元村１シニアクラブ）
原野会（野田シニアクラブ）
睦会（元村２シニアクラブ）
清風会（浦シニアクラブ）

【募金に協力していただいた皆様のご紹介（敬称略）】

車いす同様貸し出します
地域の防災訓練や外出時に利用できます

加入できる方
社協会員、登録団体、ボランティアグ
ループ、ボランティア活動をする個人
または団体。（未成年者も加入できます）

補　償　期　間
令和2年4月1日～令和3年3月31日
※中途加入の場合は、加入申込手続き
完了日の翌日から令和3年3月31日
までとなります。

年間保険料（1人あたり）
●基　本　プ　ラ　ン　350円
●天災地震補償プラン　500円

申　　　込
社協窓口で登録申込書に記入し、郵便局で
払込票により保険料をお支払いください。
払込翌日より補償開始が始まります。
※団体で加入する場合は、名簿が必要
　です。

【協力していただいた皆様のご紹介（団体のみ掲載・敬称略）】

　各自治会をはじめ、団体、学校、保育所・園、企業の皆様
のご協力に、心より感謝いたします。お寄せいただきました
募金は、児童生徒の福祉体験学習、高齢者のパソコンサロン、
軽スポーツ大会、独居高齢者の配食サービス等へと役だてられています。

赤い羽根共同募金　実績報告

街頭募金の様子街頭募金の様子

歳末たすけあい募金846,300円
実績
額 

令和元年度赤い羽根共同募金2,362,604円

実績
額 

歳末たすけあい募金 実績報告
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〒851-2106  時津町左底郷 367番地
TEL882-0777  FAX882-0843  ホームページ http://www.togitsu-shakyo.org/

有限会社浜田不動産
有限会社協和清掃
株式会社グレイト
医療法人厚生会
ハーモニー薬局
株式会社 上滝
親和銀行

時津町立保育所
時津北保育園
時津ゆり保育園
時津東保育園
時津中央保育園
時津こばと保育園
時津野田保育園
自由の森保育園
月読保育園

時津小学校
時津北小学校
時津東小学校
時津鳴鼓小学校
時津中学校
鳴北中学校
時津公民館
時津図書館
コスモス会館

とぎつカナリーホール
時津北児童館
時津なづみ児童館
時津中央児童館
時津東児童館
鳴鼓幼稚園父母の会
社会福祉法人 いちご会
社会福祉法人 アゲハ蝶
社会福祉法人 時津会

社会福祉法人パンセオン・ド・長崎
時津町手をつなぐ育成会エリア２１
長崎西彼農業協同組合
とおやま内科
くるりのパン
岡西薬局
川林饅頭

浦１自治会
浦２自治会
浦３自治会
浦４自治会
野田自治会

元村１自治会
元村２自治会
浜田１自治会
浜田２自治会
浜田３自治会

浜田４自治会
浜田５自治会
小島田自治会
西時津自治会


