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第20回

社協まつり

10 月 22日（日）開催します
たくさんの皆様のご来場を
お待ちしています。

昨年の演芸ステージ から
（はなえみクラブの皆さん）

ありがとう
笑顔が広がる
地域の輪
会場：松寿荘・障がい者生きがいセンター（ひまわりの家・ぽっかぽかの家）周辺

◆ 実演・体験・展示
★地区社協活動紹介壁新聞
★デイ利用者の共同制作・個人作品展示
★福祉用具展示販売（タカノハートワークス
ショップ）
★ぽっかぽかの家利用者作品展示
切り絵、絵手紙、ペン習字、パッチワーク

★芝坊主作り体験（すみれの会）
★デイサービスゲーム・塗り絵体験
★手作りおもちゃ（村保育士）

★マッサージ体験
村内針灸マッサージ師の有志

★切り絵・絵手紙体験
★パッチワーク体験（干し柿作り)
★抹茶御手前体験
★キーホルダー作り（革を使ったキーホ
ルダー 笑顔の時間）

牛乳パックを使いブーメラン
を作ります。

◆ 演芸ステージ
★演歌体操

★合唱

★歌と踊り

★楽器演奏

★新舞踊

★民謡 など

◆ その他
★赤い羽根共同募金
松寿荘・ひまわりの家の玄関で募金活動
100円以上募金された方には、
『妖怪ウォッチ』クリアファイルを
プレゼント
★開会式
開会式終了後のオープニングに村保育士太鼓同好会の皆さんによる太鼓演奏
『まっくん』が社協まつりに参加し、盛り上げてくれます。
※送迎が必要な高齢者や障がい者の方は、社協事務局まで事前にご連絡ください。
※駐車場は、富士塚運動場をご利用ください。なお、雨天等で富士塚運動場が使用できない場合は、
誘導員の指示によりミルクステーション、㈱ハーモ伊那工場等の駐車場をご利用下さい。
※社協まつりは、『赤い羽根共同募金配分金』で実施されています。

主催：社協まつり実行委員会(事務局社協 76−5522)
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第 20 回

社協まつり

10月22日（日）

雨天決行
9:30〜13:30

開会式 9:30〜 開会式終了後にイベント開始
今年も地域の力を育て輪を広げ、息の長い被災地支援を続けることを目的に第20回社協
まつりを開催します。ぜひ、お出かけください。

◆販

売

★被災地支援チャリティーバザー

★ひまわりの家オリジナル製品

掘り出し物がいっぱい

カランコ織、ハンガータオル、野菜など

★被災地支援物資販売
宮城県女川町の蒲鉾販売

★ひまわり号を走らせる会

★大芝高原味工房出張販売

★消費者の会

まんじゅう、球根、野菜など

手作りパン、おやき

手作りエコ石鹸販売

★園芸福祉すみれの会

★アンサンブル伊那

寄せ植えの販売

手作りクッキー、ケーキなど

★子育てサロン

花の種子の無料頒布

★ワーク西駒

信州まめ匠

ルーリィ―

アクセサリー、布小物、バッグなど

★笑顔の時間

豆腐、どら焼きなど

★工房ぬくもり

鹿革製品など

★ママハピ♥forest

屋台ラーメンなど

フリーマーケット（子ども服など）

★フランクフルト
★身障協手作り品バザー

園児服のリュース

◆ 無料飲食コーナー
★あったかスープ
★本格ドリップコーヒー喫茶
（ぽっかぽかの家）

★綿あめ ★ポップコーン
★焼き芋
★ポン菓子（『ひまわりの家』開所20周年記念）

スタンプ
ラリー
3

会場を回って４箇所のスタンプ所で体験・見学をして
スタンプを台紙に押せば、景品と交換してもらえます。
※お一人様１回でお願いします。※台紙は当日お配りします。
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赤い羽根共同募金
10 月１日〜１２月３１日
今年もみなさまのご協力をお願いします !
昭和22（1947）年にスタートした赤い羽根共同募金は、今年で71年目となります。
長年にわたりご協力いただいた住民の皆様、ボランティアの皆様に心よりお礼申し上げます。
赤い羽根共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ。」として、ご高齢の方や障がいのある
方、子育て中の方など、すべての方が安心して暮らしていくためのまちづくりを目指し、地域で
生活・福祉課題に取り組むさまざまな福祉活動を支援しております。
私たちは、今、地域で支えあうことの大切さをあらためて強く感じております。どうかみなさ
まのまちで行われている「たすけあい・支えあいの地域づくり」のため、今年も共同募金運動に
あたたかいご理解とご協力をお願いいたします。

今年は

県全体で……… 435,729 千円
南箕輪村で …………
１世帯あたり

206 万円

500 円

を目標にしています。

を目安に、ご協力をお願いします。

長野県共同募金会南箕輪村共同募金委員会は、今年も10月１日から「じぶんの町を良く
するしくみ」をスローガンに、赤い羽根共同募金に取り組みます。
集めた募金は、全額県共同募金会へ納め、募金額に応じて翌年の各市町村社協へ配分金
が決定されます。この他に、県共同募金会から県下の様々な福祉事業に配分されます。
平成29年度の南箕輪村社協への配分金は1,109,963円で、次のように配分する予定です。

★ 一人暮らし老人の給食サービスに

９２,９６３円

★ 社協まつり開催・社協だより発行等

７００,０００円

★ 各地区のふれあいサロン事業等に

３１７,０００円

赤い羽根共同募金の配分を受けて
車いす移送用貸し出し車両が新しくなりました
身体の障がいや高齢・怪我等により車いすでなければ移
動手段がない人を対象に車いす移送用車両の貸し出しを
行っています。
この度、車いす移送用貸し出し車両の老朽化にともない、
赤い羽根共同募金の配分
を受けて車両を更新いた
しました。
多くの村民の皆様にご
活用いただければと思い
ます。なお、利用対象者
等については、右表のと
おりです。

① 利用対象者：南箕輪村在住の人で、
身体の障がい、高齢、怪我等により
車いすでなければ移動手段のない人
② 利用の範囲：買い物、医療機関、福
祉施設、公共施設 等
③ 運転：利用対象者の介護者または介
護者が依頼した人
④ 利用料：ガソリン代実費負担
◆利用の申し込み、問い合わせにつきま
しては南箕輪村社会福祉協議会（７６
－５５２２）までお願いします。
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共同募金配分事業を公募いたします
1.「地域生活支援活動」配分
◆配分対象団体と配分対象事業（平成30年4月から1年以内の間に行う事業）
（1）孤立をなくす地域住民による包み支えあい体制の組織化事業
社会福祉協議会が地域住民による包み支えあい体制の組織化を目的として取り組む新たな事業とし、
市町村内の特定の地域でモデル的に取り組む事業も対象とする。（配分額は１団体30万円を限度）
（2）孤立をなくす地域住民による包み支えあい活動
会の事業目的を明記した会則等を有する非営利団体で、１年以上の会の活動実績を有する次の団体が地域住民とともに行う、包
み支えあい活動・住民組織団体（地区社協、自治会（連合会含む）、ボランティアグループ、NPO団体）で社会福祉協議会の推薦
を受けた団体とする。（配分額は１団体５万円を限度）

◆申請受付期限

平成29年11月30日（木）申請書類の請求等お問い合わせは 南箕輪村共同募金委員会へ（76-5522）

2.「福祉・ボランティア活動」配分
◆配分対象団体と配分対象事業（平成30年4月から1年以内の間に行う事業）
●定款・会則等を有し、市町村の地域を超えて活動を行う団体 ●各種のコミュニティーサービス、ボランティア活動が対象
●保健、医療、教育等に関する事業でも、福祉領域と重なる分野であれば対象 ●申請事業が介護保険事業の場合は対象外
●同じ事業への配分は原則として３年を限度 ●配分率は事業費の75％以内で配分額は50万円を限度

◆申請受付期限

平成29年11月30日（木）

申請書類の請求等お問い合わせは 県共同募金会へ（026-234-6813）

3.「安心・安全なまちづくり活動」支援配分
◆配分対象団体と配分対象事業（平成30年4月から1年以内の間に行う事業）

１年以上の活動実績を有する団体で、市町村域内において、地域住民を対象として行う防災、防犯
（1）会則等を有する非営利の住民組織団体で、
啓発・実施事業。ただし、
県的連合体又は連盟組織における各地域組織等に位置づけられているものは除く。
（配分額は１団体20万円を限度）
（2）県・市町村社会福祉協議会が、県及び市町村域において、上記の事業をサポートするための事業（配分額は１団体30万円を限度）
（3）保育所を運営する社会福祉法人が、防災、防犯を目的として行う施設整備事業（配分額は１団体30万円を限度）
（4）その他に対象となる団体および対象となる整備物品の要件がありますので、申請書等でご確認ください。

◆申請受付期限

平成29年11月30日（木）申請書類の請求等お問い合わせは 南箕輪村共同募金委員会へ（76-5522）

ご 協力ありがとうございました。
平成29年度 会員・会費募集
平成28年度
会員

3,254世帯

会費

(平成29年９月１日現在)

2,273,005円

社会福祉協議会の活動は、会員である住民の皆さんによって支えられています。

心配ごと・法律・結婚相談

福祉団体活動補助 その他

権利擁護事業

支え合いマップ作り

社会福祉協議会

社協会費

社会福祉協議会は、みんなの（社会）しあわせを（福祉）話し合
う会（協議会）です。
子どももお年よりも、障がいをもつ人も、もたない人も「誰も
が住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のむらづくり」を目指
してコミュニティや福祉団体、ボランティアその他多くの団体と
協力をして、事業をおこなっています。
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社協では、地域の福祉向上のため、いろいろな事業を実施してい
ますが、これらの事業を実施するためには財源が必要になります。
住民の皆さんにこうした活動を知っていただき、その趣旨に賛
同していただいたうえで会費をいただきます。そして、会費は住
み良い地域をつくる事業強化の活動財源として活用させていただ
いております。

夏の福祉体験『社協まるごと見学ツアー』
８月７日 13：30～南箕輪村社会福祉協議会にて『社協まるごと見学ツアー』を行い
ました。1年～5年生の小学生14名が参加し、社協の中を見学しました。
デイサービスセンター松寿荘では、午後のレクリエーションとお風呂を見学。代表で
４名の小学生が実際にレクリエーションに参加し体験しました。
ぽっかぽかの家ではお待ちかねのクレープ作りを行いました。３グループに分かれ、
５年生がフルーツを切り、１年生～３年生が生地作りと生クリームを泡立て器で一生懸
命混ぜました。ボランティアさんと一緒にホットプレートで手作りのトンボを使い丸く
生地を焼き、生クリーム、フルーツ等巻いてみんなで食べました。
参加者からは「おじいちゃんたちがデイサービスでどんな風に過ごしているかわかっ
た」「クレープ作りが楽しかった。みんなで食べられて嬉しかった。」等の声を聞くこ
とができました。
ぜひ皆さんも社協へお気軽に足を運んでみてください。

ぽっかぽかの家でのクレープ作り

【ボランティア講座】フラワーリース作り
８月10日13：30～社協ボランティアセンターで『フラワーリース作り』を行いまし
た。小学生親子からシニア世代まで19名の参加がありました。
作り方は約６㎝四方のペーパーナプキンでお花を作り、それをグルーガンでリースに
付けていくというものです。花作りが細かい作業になるので、皆さん少し苦労しながら
も１時間かけて15個程度の花を作り、リースに付けて完成。それぞれ素敵なフラワー
リースができました。また家や地域活動などでも作っていただければと思います。大勢
のご参加ありがとうございました。
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使わなくなった保育園グッズ＆
ボランティア募集
ボランティアグループ『ママハピ♡Forest』では、保
育園で不要になった園児服、お昼寝布団、防災頭巾など

『ぽっかぽかの家』とは？

を集め、必要な方にお譲りするリユース活動を行ってい

小さいお子さんから高齢の方、障がい

ます。捨てようと思っているものや貰い手がないものな

があってもなくても誰でも利用するこ

どありましたら、ぜひお譲りください。

とができる交流施設です。クラブ活動

また、寄附いただいた園児服の名前の付け替えや袖口

なども行っており、ボランティアさん

のゴムの入れ替えをお手伝いいただけるボランティアも

も多く出入りしています。

募集しています。空いた時間にご自宅や『ぽっかぽかの

◆開所日：月～土曜日 9:00 ～ 17:00
（日曜、祝日休み）

家』で活動してみませんか？
ご協力いただける方は下記までご連絡をお願いしま

◆住

所：南箕輪村大芝 2380－1179
（富士塚グラウンド北側）

す。

問い合わせ：

◇ママハピ♡forest ＴＥＬ：090−2203−7930 （代表 田中博美）
メール：wallace.gromit562452@docomo.ne.jp
◇南箕輪村社会福祉協議会 ＴＥＬ：76−5522 （担当：有賀） まで

ご家庭で眠っている
使わない布や端切れをお譲りください !
中途半端に余ってしまった布や使い道のない端切れなどお家で眠っている布はありませ
んか？
お譲りいただいた布は、保育園で使う手提げ袋や巾着袋作り等に活用させていただきま
す。ぜひ、ご寄付ください‼
問い合わせ：南箕輪村社会福祉協議会
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76－5522 まで。

保育園入園グッズ作り

ボランティア講座

小さいお子さんの面倒を見ながらの入園準備は大変です…。でも、かわいい我が子やお孫さんの
ために手作りで作ってあげたいですよね❤
そこで今回、入園の必需品『お弁当用の巾着袋』と『手さげ袋』をお子さんの好きな布で一緒に
作りませんか？裁縫が苦手な方でも、丁寧に教えてくれるので安心です。ぜひ、ご参加ください❢

福祉だより 103号

♡日

11月６日（月）9：30〜11：30

時：①平成29年

内容：お弁当用巾着袋作り

②平成29年11月20日
（月）9：30〜11：30
内容：手さげ袋作り

♡場

所：ぽっかぽかの家（富士塚グラウンド北側）

♡定

員：各回10名
昨年の参加者が作った手提げ袋

発行

♡参加費：各回100円

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

♡持ち物：裁縫道具

お子さんの着替え・飲み物等必要な物

※ミシンがある方はご持参ください。

縦

幅

①巾 着 袋 作 り 参 加 者：☆布(シーチング生地)【30㎝×30㎝】
☆巾着袋用ひも【2ｍ】

縦

幅

②手さげ袋作り参加者：☆布（キルティング生地）【80㎝×40㎝】
☆手さげ袋の持ち手テープ【１ｍ】
♡申込み：10月31日
（火）までに南箕輪村社協

託児が必要な方は
ご相談ください。

（76−5522）までお申し込みください。
♡問い合わせ：南箕輪村社会福祉協議会

TEL 76−5522

発行日
平成29年10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。

結

婚

相

談

法律相談

10月10日(火) 午後7時～午後8時

11月26日(日) 午後1時30分～午後3時

10月27日(金)

10月22日(日) 午後1時30分～午後3時

12月12日(火) 午後7時～午後8時

11月24日(金)

11月14日(火) 午後7時～午後8時

12月24日(日) 午後1時30分～午後3時

(要予約) 午後3時～午後5時

子育てサロン
印刷

10月10日(火)
11月13日(月)
12月11日(月)

給食サービス

午前10時～
11時30分

１月15日(月)
２月13日(火)
３月12日(月)

12月15日(金)

10月11日(水)
10月25日(水)
11月８日(水)

11月22日(水)
12月６日(水)
12月20日(水)

１月10日(水)
１月24日(水)
２月14日(水)

２月28日(水)
３月14日(水)
３月28日(木)

■心配ごと相談は、随時受付ています。事前に社会福祉協議会 (７６－５５２２) へ連絡をお願いします。

