「福祉だより」が一〇〇号
目の発行となりました。
これからも住民の皆様に
福祉活動に取り組む姿など
分かりやすくお伝え出来る
よう職員一同頑張ります。

あけまして
おめでとう
ございます
2017 .１

年頭のごあいさつ

長

孕石 勝市

南箕輪村社会福祉協議会

会

新年明けましておめでとうございます。

皆様方には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心よりお慶び
申し上げます。

旧年中は、当社会福祉協議会の事業並びに諸活動に対しまして

温かいご支援を賜り心より感謝申し上げます。今年も変わらぬご

支援をいただきますようお願い申し上げます。

今、地域における福祉、生活課題は多様化し、その支援もより

困難さを深めています。また、介護保険制度の大幅な改正で施設

から在宅へという動きの中、地域で支え合う事が必要となってま
いります。

この様な状況の中、誰もが安心して暮らすことができる福祉の

まちづくり実現のため、今後におきましても、私たち社協の役職

員一同一丸となって努力してまいりますので、村民の皆様方には

より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げまして新年のごあい
さつといたします。

役職員交流会が開催される
村社会福祉協議会では、毎年、村長・議長をはじめとする来賓の皆様や社協事業で関連のある結
婚相談所長、心配ごと相談専任相談員や委員会等の代表の方をお招きし、福祉関係者が一堂に会し
て交流を深めることを目的に役員・職員との交流会を開催しています。
本年は、１１月１８日（金）に開催され、理事・評議員、社協職員等５６人がお互いの親交を深め
楽しいひと時を過ごしました。
孕石社協会長の挨拶の後、長年社協の地域福祉活動にご協
力いただいた皆様と、多額の寄付をお寄せいただいた皆様の
表彰式も行われました。
来賓の唐木村長の挨拶、原議長の挨拶と乾杯の発声で懇談
が始まり和気あいあいの雰囲気の中、参加者全員による自己
紹介を行い、普段お聞きできない話を聞くなど和やかのうち
に交流会を開催することができました。
役職員交流会であいさつする孕石会長

平成 28 年度 地域福祉功労者表彰式開催される
１１月１８日（金）に平成 28 年度地域福祉功労者表彰式が執り行われました。孕石会長より受賞
した１１個人・団体のうち出席された３名の方々に感謝状と記念品が贈られました。
表彰者を代表して原正枝様から「温
かな言葉をいただき、今まで以上に地
域福祉のために頑張りたい。」と謝辞
を述べられました。
表彰は役職員交流会に先立って行わ
れ、参加した５６人が拍手を送り、労
をねぎらいました。
孕石会長から感謝状の贈呈
謝辞を述べる原正枝様

平成28年度
氏名・名称

地域福祉功労受賞者・団体

該当事項

功

績

一覧

等

社協副会長（理事）として４年10か月在任し、任務を遂行

清水

篤彦

副会長

池上

保子

その他地域福祉功労者

たんぽぽの会（沢尻地区社協）の立ち上げから長年に渡り、事業活動に
積極的に係り地域福祉向上に貢献

丸山

博志

その他地域福祉功労者

神子柴地区社協役員、かま塾スタッフなどに長年属し、地域福祉向上に貢献

原

正枝

その他地域福祉功労者

日の出会（大泉地区社協）の役員として、
「おいでなんしょ縁側サロン」を
立ち上げ、お年寄りの居場所づくり等に尽力され地域福祉向上に貢献

鑑

寄

付

遺志金

有賀美知子

寄

付

遺志金

彦瀬かち子

寄

付

遺志金

征矢三千男

寄

付

愛の募金（来店者の募金）を寄付

永井

孝光

寄

付

遺志金

倉田

龍一

寄

付

遺志金

小澤

久人

寄

付

遺志金

寄

付

支部設立20周年記念事業として車椅子２台を寄贈

征矢

ソヤ・アート・ヴァーグ

小さな親切運動
上伊那支部 支部長

山田

益

(敬称略)
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赤い羽根共同募金

ご協力ありがとうございました
お一人お一人の温かい思いやりで、多くの募金を集めることが出来ました。
ご協力いただきました募金は、全て長野県共同募金会本部に納入し、今年の
募金実績に応じて、来年度南箕輪村社協に配分されます。来年度の配分金は約
1,073,000円を予定し、一人暮らしのお年寄りの給食サービスや社協だより発
行、各地区のサロン活動などに、活用させていただく予定です。
この他に、県共同募金会本部から、県的広域的福祉事業や災害被災世帯援護
金などに配分されます。

2,094,319円

★皆さんの善意で

平成28年12月2日

現在

一般募金地区別集計結果
地区名

協力世帯数

金

額（円）

地区名

協力世帯数

金

額（円）

神 子 柴

３０８

154,000

久

保

２８９

146,700

中

込

１１２

55,700

沢

尻

２２９

115,000

塩 ノ 井

８８

44,000

南

原

３３２

168,209

北

殿

７９０

394,000

大

芝

４３

21,500

南

殿

２６１

131,120

大

泉

２９６

148,810

田

畑

４５８

229,250

北

原

４１

20,917

合

3,247

計

法人募金集計結果
協力法人数

174

金

額（円）

451,000

1,629,206

その他の募金
金

募金箱など

額（円）

14,113

第32回 上伊那ブロックボランティア交流研究集会参加者募集
第32回上伊那ブロックボランティア交流研究集会を、災害発生時におけるボランティア活動や地域の支え合
い活動について考える学びの場として、活動者同士が出会い・つながることで、新たな活動や問題解決のポイ
ントが生まれるきっかけ作りの場となることを目指し開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

3．会 場

平成29年 1月21日(土)
午前10時～午後3時10分
辰野町民会館

4．内 容

講演会「災害時における住民の支え合い活動と

1．期 日
2．時 間

ボランティアの関わりについて（仮）」
講師：園崎 秀治 氏
全国社会福祉協議会 地域福祉部
全国ボランティア・市民活動振興センター 副部長

分

科

会

①地域に笑顔を届けるボランティア～笑いヨガを体験してみよう～
②凄ワザ！！ 地域の達人
③私にできる災害支援 ～被災地支援の現場から～
④出張！！地域交流センター「ひなたぼっこ」アロマ教室開催！！
⑤「世代」「文化」を越えた関係作り ～子どもの気持ちに寄り添って～
⑥知って、使って、楽しんで！
⑦災害の怖さを知る ～中川村の体験から～
避難場所でのリラックス効果を求めて「耳つぼマッサージ」
⑧来て・見て・知って 辰野町

※お申込みは、
１月６日（金）までに希望する分科会を第２希望まで決めていただき、南箕輪村社会福祉協議会（７６－５５２２）へご連絡ください。
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息の長い被災地支援を続けることを目的に開催

育てよう 地域の力…
スタンプラリーは、多くのお子さんや親
子連れを中心に幅広い年齢層の方に参加い
ただき賑わいました。実演・体験コーナー
では、手作りおもちゃ、デイゲーム、切り
絵、絵手紙や抹茶の御手前が新たに加わり
多くの方に体験いただきました。各種バ
ザーでは、子育てサロンの会員によるハン
ドメイド雑貨Ruuriやチャレンジセンター笑
顔の時間の鹿皮製品などの販売もあり、親
子連れの来場者も多く見うけられました。
飲食コーナーでは、あったかスープ、焼き

芋、綿あめなどのサービスコーナーやフラ
ンクフルト販売を行い来場者に提供するこ
とができました。ステージ発表では、各種
サークルや小学生など10団体が出演し、合
唱や演奏、民謡などを披露し、大盛況のう
ちに終わることができました。

ぽっかぽかの家

絵手紙体験

あったかスープ無料サービス（松寿荘食堂）

ステージ発表

ステージ発表

南小合唱クラブ

SMILE

ひまわりの家

ぽっかぽかの家

コーヒー喫茶、抹茶御手前体験

バザー

今回のまつりも準備から当日の運営、片
付けまで、多くのボランティア関係者、関
係団体の皆様に支えられて開催することが
できました。
皆様のご協力に、心から感謝申し上げます。
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第19回

社協まつり
10月23日に第19回社協まつりが松寿
荘、障がい者生きがいセンターとその周辺
を会場に開かれ、天候にも恵まれ約1,000
人の大勢の皆さんが来場され、社協の活動
を知ってもらうと共に地域福祉について理
解を深めていただきました。
開会式の後、村保育士有志による迫力あ
る太鼓演奏終了を合図にイベントが一斉に
スタート。「被災地支援」として取り組ん
だ被災地支援チャリティーバザーの売り上
げは、126,734円となり、村身障協女性
部、すみれの会（園芸福祉ボランティアグ
ループ）からの団体寄付と被災地支援物資
販売収益（宮城県女川町の蒲鉾、熊本県南
阿蘇村の高菜）と合せて174,407円の被災
地支援金が寄せられ、東日本大震災や熊本
地震の復興支援のために役立ていきます。

地域の力を育て輪を広げ、

…みつけよう

開会式

保育士有志によるオープニングの太鼓演奏

5

被災地支援物資販売（蒲鉾、高菜）

デイゲーム体験コーナー

デイサービス利用者作品展

焼き芋コーナー
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なるほど・ザ 地域塾

が開催されました。

南箕輪村と南箕輪村社協の地域支え合いセミナー「なるほど・ザ地域塾」が９月２１日から計５回にわ
たり開催されました。
このセミナーは社会保障制度の改革が進むなかで、より地域の特色を活かした支え合いが必要とされ、
「他人ごとではなく、私ごととして、身近な地域で自分ができることを考える場」を地域のみなさんと
一緒に考える事を目的に開催しました。
第 1 回目

第 2 回目

〜地域の現状とみらい〜

現代の社会背景（国・県・村）が、今後どのようになっ
ていくか。どうして改めて支え合いが必要なのかを考え
ました。

第 3 回目

〜事例を通して見えてくるものとは〜

県内を中心にちょっとした支え合い活動について住民
自ら動いた事例。その支え合いを始めた人のきっかけ、
思い等を学んだ後、
「自分ができそうなこと・みんながで
きそうなこと」などを参加したみなさんで考えました。

第 4 回目

〜自分の周りの「いい人探し」をしてみましょう〜

〜まずは関係作りから。皆でやればできる〜

第２回目の講座を振り返りながら、実は自分のまわり
にもこんないい事をしている人がいるなどを再発見しな
がら、お互い様の関係づくりの重要性をみなさんで考え
ました。

お互いの関係性を再認識するとともに、
「子どもたち
に伝えたいこと」
「実は私、こんなことが特技です」など
を出し合いながら自分のできる事、できそうな事を考え
ていきました。

第 5 回目

今までの４回の講座を通じ
て、自分だったらこんな事を
やってみたい（行っているこ
と）を参加者全員で出しあい、
居場所づくりや子どもに関す
る事などそれぞれグループに
分かれて、今後の活動について
話し合いをしました。

〜南箕輪らしい地域づくりは？ 何から始めよう？ 〜

全５回の講座を通じて参
加者からは、
「なぜ地域力が
必要か分かった」「自分の近
くにいる人をあらためて見つ
め、良さを感じさせてくれま
した」「これから何をやりた
いか考えるきっかけとなりま
した」などこれからの地域
づくりなどに前向きな感想
をいただきました。
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保育園入園グッズ作り講座開催!
１１月７日（月）と１１月１９日（土）にボランティア講座『保育園
入園グッズ作り』をぽっかぽかの家で行いました。
小さいお子さんを見ながらの入園準備は大変ですが、我が子やお
縫う時のコツは、
孫さんに手作りで作ってあげたいと考える方も多いのではないでしょ
必ず"まち針"で留
めてから縫う事。
うか。そこで今回は、保育園で必要なお弁当の巾着袋と手提げ袋を
ずれにくくきれいに
できるだけ簡単な方法で作れるよう、手芸の得意なボランティアさん
縫えるそうです。
にご協力いただき開催しました。
（ボランティアさんより）
１回目の１１月７日（月）は、お弁当の巾着袋を作りました。
６名の参加があり、ボランティアの指導の下、子どもの好きな新幹線や機関車の柄の布
を使い、お弁当の巾着袋だけでなくコップ入れ等の巾着も作ることができました。
２回目の１１月１９日（土）は、手提げ袋を作りました。こちらも６名の参加がありました。
お母さんと一緒に参加した男の子は、待ちきれない様子で「できた？」と何度も
お母さんのところへ来て作る様子を見ていました。
カッコいい手提げ
参加者からは、「家ではなかなかできなかったが、作り方がわかったので家でも
袋が出来ました!!
頑張って作ってみたい」と話していました。

◆

年末年始の休業についてお知らせ ◆

事務局
■12月29日(木)から１月３日(火)まで

生きがいセンター
■12月29日(木)から１月３日(火)まで

移送サービス
■12月29日(木)から１月３日(火)まで

ぽっかぽかの家
■12月29日(木)から１月３日(火)まで

居宅介護(ケアマネ)
■12月29日(木)から１月３日(火)まで

緊急連絡先

ディサービスセンター
■12月30日(金)から１月３日(火)まで

【事務局】

ヘルパーステーション
■無
休

【ケアマネ】

080-1302-3995
090-1465-5727

南箕輪村社会福祉協議会各事業所への直通電話
連

絡

先

電話番号

事務局(総務・地域福祉・ヘルパー)
ディサービスセンター(松寿荘)
居宅介護支援事業(ケアマネ)
生きがいセンター(ひまわりの家)
ぽっかぽかの家

子育てサロン
１月10日(火)
２月13日(月)
３月13日(月)

76－5522
76－8786
78－5515
76－7603
76－7604

携帯電話 090－1465－5727

１月・２月・３月・４月の相談日
★ 結 婚 相 談 ★
★ 司法書士法律相談 ★
１月10日(火)・22日(日) ３月14日(火)・26日(日) １月27日(金) ３月24日(金)
２月14日(火)・26日(日) ４月11日(火)・23日(日) ２月24日(金) ４月28日(金)
(予約が必要です)

■心配ごと相談は、社会福祉協議会 (７６－５５２２) へお願いします。
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携帯電話 080－1302－3995

No.100 2017.1

フードバンクに
ご協力いただける方を
募集しています
福祉だより 100号

平成27年4月より「生活困窮者自立支援法」が施行され、経済的に困窮し最低限度の生活を
維持することができなくなるおそれのある方に、自立の促進を図る支援が始まりました。南箕
輪村社会福祉協議会では、主に生活に困窮している方に対して企業やご家庭から提供を受けた
食料を自立相談支援機関を通じて支援を行います。
また、地震・水害等の災害時等においては迅速かつ継続的な食料支援が必要となってきます。
村内外の災害発生時に企業やご家庭から提供を受けた食料で被災者支援を行っていきます。
次のとおり食料募集を実施しますので、ぜひご協力（ご寄付）をお願いいたします。

ご寄付いただきたい食料
発行

米・野菜

社会福祉法人 南箕輪村社会福祉協議会
〒399-4511 南箕輪村2380番地1212
TEL. 0265-76-5522 FAX. 0265-78-3669

現物をお預かりできないため、協力者リストを作成させて
いただきます。
協力者名、住所、連絡先、協力可能期間をお知らせください。

レトルト食品・インスタント食品・缶詰
現物をお預かりいたします。
南箕輪村社会福祉協議会へお持ちいただくか、お問い合わせください。
【現物は賞味（消費）期限が１か月以上残っているものに限らさせて頂きます。
】

発行日
平成29年１月１日

※この福祉だよりは、共同募金配分金で印刷されています。

配布対象者
・村内とその周辺地域にお住いの生活困窮者で、まいさぽ上伊那等（自立相
談支援機関）の支援対象者等（自立相談支援機関を通じて支援を行います。）
・村内外における災害発生時における被災者

南箕輪村社会福祉協議会 地域福祉係
印刷

受付・お問い合せ

〒399-4511 上伊那郡南箕輪村 2380-1212
ＴＥＬ：0265-76-5522 ＦＡＸ：0265-78-3669
受付時間：月曜日〜金曜日（祝日を除く）午前 8 時 30 分〜午後 5 時 30 分

