
平成３０年度
地域における公益的な取り組み

社会福祉法人慶明会



さくら苑事業拠点の取り組み
◎地域における公益的な取り組み

・30.4.17 認知症キャラバンメイト講座開催7名受講

・30. 6. 1 住吉小学校福祉体験学習サポート職員1名参加

・30.6.22. 八代中学校社協主催認知症サポーター養成講座サポーターとして2名参加

・30.6.28 本庄中学校社協主催認知症サポーター養成講座サポーターとして2名参加

・30. 8. 3 クリーン国富参加 5名参加

・30.11.7 福祉ふれあい体験 国富町民生委員11名参加

・30.11.14 福祉ふれあい体験 国富町婦人連絡会14名参加

・30.11.２５ 三名地区防災訓練 6名参加

・国富町地域福祉コーディネーター活動参加2名

・平成３０年度介護実習生受入 15名

・配食サービス実施時の地域の一人暮らしの老人・老人のみの世帯への見守り活動。

国富町委託事業：年間延配食数10,592食。自主事業：年間延配食数 7,612食。

・社福減免利用者 1名 利用料 25％を減免。

・オレンジカフェ綾活動実績年間延開催数 46回・年間延利用者数 376名・年間延ボランティア参加者数 46名

・国富町ほっとカフェ送迎12/21.2/15.3/15参加（運転者、送迎車）



◎地域における公益的な取り組み

・5月9日 はつらつ健康教室（中央西地区） 講師：長田PT

・5月15日 献血協力 27名

・5月29日 宮崎市北地区 料理教室 30名参加

・6月1日 住吉小学校福祉体験ボランティア 上村施設長

・6月22日 八代中学校認知症サポーター養成講座 キャラバンメイトとして2名参加

・6月28日 本庄中学校認知症サポーター養成講座 キャラバンメイトとして1名参加

・8月5日 クリーンくにとみ 一斉清掃

・8月8日 ルンルン食堂約30名参加

・9月17日 岩知野地区敬老会 体操 首藤ＰＴ参加

・10月14日 くにとみ町民祭 福祉相談

・10月26日 ヘルパー調理勉強会 参加者20名 講師として3名参加

・10月31日 ヘルパー調理勉強会 参加者30名 講師として2名参加

・11月30日 ほっとカフェ約20名参加

サンフローラ事業拠点の取り組み



◎地域における公益的な取り組み

～実習生の受入実績～

・5/14～5/25 宮崎学園短期大学 2名

・6/4 ～6/21 宮崎県立妻高等学校（3年生） 2名

・6/12～6/22 日南学園宮崎頴学館（2年生） 4名

・6/25～7/13 宮崎学園短期大学 2名

・6/26～7/6 日南学園宮崎頴学館（2年生） 4名

・7/2 ～7/6 宮崎県立妻高等学校（3年生） 2名

・7/10～7/12 宮崎県立妻高等学校（2年生） 2名

～オレンジカフェくにとみ～

毎月第3水曜日 10：00～11：30 全7回開催 参加者数延90名の参加者

サンフローラ事業拠点の取り組み



サングラン事業拠点の取り組み
◎地域における公益的な取り組み

・30年10月4日・5日 デイサービスセンターアローズ２周年イベント

「利用者様・ボランティアを招いて催し物の開催」「作品展」「寸劇の公演」「健康相談」等ボランティア3名

・31年3月10日（日）宮崎市北地区多職種交流会

（参加者：アローズﾞ職員1名、地区民生員、社協職員、宮崎市職員、北地区包括支援センター職員、あやめ会）

・各種専門学校介護実習生年間9名受入

・介護支援専門員実務者研修生年間1名受入

・オレンジカフェうりくら活動実績 48回実施（毎週木曜日） 延利用者数206名、ボランティア総数29名

・介護劇「けいめい一座」参加。演目



◎地域における公益的な取り組み

・4月11日 住吉慶明会訪問看護ステーション 開設記念講演開催（地域住民及び関係機関の方々約80名参加）

・5月10日、7月11日、9月14日、1月16日、3月15日 施設周辺早朝・夕方ボランティア清掃実施 毎回職員10名程参加

・6月1日 住吉小学校福祉体験学習サポート 7名参加（応援事業所：さくら苑1名、サンフローラ1名、大宮1名）

・6月～1月（18回） 介護劇「けいめい一座」公演 県内18箇所 2名参加

・6月15日 住吉地区キャラバン・メイト意見交換会 1名参加

・7月19日 高齢者見守りネットワーク情報交換会 1名参加

・7月25日～27日 日大高校生ボランティア受入 1名

・8月6日 すみよし夏祭り 協賛金1万円 駐車場貸出

・10月7日 住吉福祉まつり 福祉用具展示、無料眼科健診、ゲームブースにて参加（実行委員1名、12名参加）

・11月17日 住吉地区総合文化祭 公民館への作品展示、バザー協力

・オレンジカフェすみよし 13回実施 延利用者数99名

・生活保護受給者の受け入れ 入居者4名

・配食サービス自主事業 年間34名 474食

住吉事業拠点の取り組み



日南事業拠点の取り組み
◎地域における公益的な取り組み

・オレンジカフェ 14回実施延利用者数63名、ボランティア総数30名

・地域交流室にてアロマ教室、コーラスグループ音楽教室の開催(不定期)

・毎月第4木曜日 城下町飫肥まちづくり協議会 安心安全・福祉部会 参加

・日南市「社会福祉法人の地域貢献活動と社会福祉充実事業」参加協力

※福祉・介護セミナー等派遣事業

・9月14日 吾田地区サロン介護教室（職員2名講師派遣）※緊急生活資金給付事業

・日南市泰平踊本町組保存会 平成30年4月～平成31年3月 日南市主催定期公演に参加

・宮崎大学医学部クリ二カルクラークシップⅡ地域包括ケア実習 学生１０名受け入れ 平成30年10月～令和元年7月まで （現在進行中）

・まちのジョブシャドウイング日南・串間

・7月31 日南学園高校2年生受入れ

・8月4日 参加学生報告会

・6月10日 飫肥前鶴地区交流レクリエーション職員10名参加

・6月22日 飫肥前鶴地区健康づくり講演会 開催（前鶴自治会との合同開催）

・8月17日 小規模多機能型居宅介護つわぶき 地域参加型夏まつり開催



日南事業拠点の取り組み
◎地域における公益的な取り組み

・8月25日～9月9日 「森林セラピー癒しへの誘い展」松尾昭憲と仲間たち 開催

日南けいめい館入居者 松尾昭憲様水彩画作品展＠まなびピア(約1000名来場)

・10月14日 日南市プロフェッショナル介護の力「ケアニン上映会」

鈴木浩介監督とのトークセッションに加藤室長登壇

・10月20日 日南市飫肥城下祭り 企業協賛、泰平踊パレードに参加（本町組保存会）

・10月27日 日南拠点健康福祉まつり

（参加項目：日南市社福連絡会法人交流ミニバレー大会・懇親会）

・11月9日 飫肥前鶴地区交流レクリエーション参加（職員10名）

・1月10日 飫肥えびすまつり泰平踊奉納（本町組保存会）

・3月9日 日南市福祉のまちづくり応援フェスティバル福祉祭り

運営サポーター法人として協力参加 展示・飲食ブース出展協力参加



富吉事業拠点の取り組み
◎地域における公益的な取り組み

・5月26日 中富吉地区ふれあい会食会（認知症予防の講義） 職員２名参加

・7月14日 上富吉地区ふれあい会食会（認知症予防の講義） 職員１名参加

・9月2日 中富吉地区防災訓練 職員２名参加

・10月26日 キャラバンメイト養成ボランティア（生目小学校5年生） 職員1名参加

・11月4日 富吉ふれあい祭 地域住民・利用者・家族 総勢70名参加

・12月10日 キャラバンメイト養成ボランティア（小松台小学校5・6年生） 職員1名参加

・8/6～9/6 社会福祉士相談援助実習生受入（宮崎医療福祉カレッジ学生2名）

・オレンジカフェ 44回実施延利用者数55名



大宮事業拠点の取り組み
◎地域における公益的な取り組み～その１～

・30.7.22 下北方町南区自治会ふれあい会食会 介護劇・健康体操 40名

・30.10.7 第6回住吉福祉まつり(アイビー商品展示・説明) 71名

・30.10.14 国富町民祭(アイビー商品展示・説明) 120名

・30.10.21 Kフェス(アイビー商品展示・説明) 140名

・30.10.27 日南拠点福祉ふれあいまつり(アイビー商品展示・説明) 100名

・30.11.4 富吉ふれあい祭り(アイビー商品展示・説明) 50名

・30.11.11 平成30年度 大宮地区災害ボランティアセンター運営訓練

・30.11.18 池内小学校(3年生)福祉体験学習 45名

・30.11.28 認知症サポーター養成講座(宮崎市中央西地区) 20名

・30.12.2 中央西地区健康福祉祭り 約200名

・30.12.17 大宮小学校(3年生)福祉体験学習 約160名

・31.1.10 神宮北自治会サロン 健康体操・説明 約20名



大宮事業拠点の取り組み
◎地域における公益的な取り組み～その２～

・地域防災向上推進事業への参加

・毎月1回 はつらつ健康教室 健康体操・講演 15名/月平均

・生活保護受給者の受け入れ：大宮拠点 年間延べ180名

＜デイサービスセンタービオラ＞年間延39名、＜ケアサポーターアイビー＞年間延11名、＜宮崎慶明会ヘルパーステーション＞年間延130名



「介護・認知症予防」普及の取り組み
◎けいめい一座「認知症予防の金さん」公演～その１～

・5月16日宮崎市上北方ふれあい会食会＜主催：宮崎市大宮地区社会福祉協議会 場所：宮崎市上北方公民館＞

・6月13日国富町高齢者世帯訪問員のつどい＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：国富町社会福祉協議会＞

・6月20日国富町田尻サロン＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：国富町田尻公民館＞

・7月13日サンライズサロン＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：国富町六日町東公民館＞

・7月22日宮崎市下北方“ふれあい会食会”＜主催：宮崎市北地区社会福祉協議会 場所：宮崎市下北方南公民館＞

・8月10日社会福祉法人明照福祉会職員勉強会＜主催：社会福祉法人明照福祉会 場所：社会福祉法人明照福祉会＞

・8月21日宮崎市北地区民生委員・福祉協力員勉強会＜主催：宮崎市北地区社会福祉協議会 場所：ケアハウスサン・グラン＞

・9月12日国富町仲町サロン＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：池山三弦道（国富町仲町）＞

・9月17日国富町岩知野地区敬老会＜主催：国富町岩知野地区 場所：国富町岩知野公民館＞

・10月4日デイサービスセンターアローズ開設２周年記念祭＜主催：デイサービスセンターアローズ 場所：デイサービスセンターアローズ＞

・10月11日国富町須志田東サロン＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：国富町須志田東公民館＞

・10月20日西都市長園地区敬老会＜主催：西都市長園地区 場所：西都市南体育館特設野外ステージ＞

・11月 5日 国富町一丁田サロン＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：国富町一丁田公民館＞



「認知症・介護予防」普及の取り組み
◎けいめい一座「認知症予防の金さん」の公演～その２～

・11月9日国富町三名やちよ荘サロン＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：国富町やちよ荘＞

・11月21日宮崎市上畑公民館サロン＜主催：宮崎市上畑地区＞

・11月28日国富町尾園サロン＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：国富町尾園公民館＞

・12月18日宮崎市大瀬町わかば会＜主催：宮崎市北地区社会福祉協議会 場所：宮崎市大瀬町公民館＞

・1月15日 国富町大坪サロン＜主催：国富町社会福祉協議会 場所：国富町大坪公民館＞ 以上、全１８公演

【協力拠点】

さくら苑事業拠点、サンフローラ事業拠点、サン・グラン事業拠点、住吉事業拠点、 富吉事業拠点、大宮事業拠点、本部拠点


