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障害者生きがいセンター

「ひまわりの家」での作業風景

9：30 〜 13：30

於：松寿荘、障害者生きがいセンター

今年も、地域福祉の輪を広げ、被災地支援を進めることを目的に第15回社協まつりを開催
します。ぜひ、お出かけください。（９時30分から開会式を行います。）

◆販

◆実演・体験・展示
★地区社協活動紹介
★村内介護事業所見学ツアー
★デイサービスゲーム体験
★デイサービス大浴場公開・説明
★社協利用者の作品展示
★福祉園芸体験 ★福祉用具展示販売
★切り絵体験 ★絵手紙体験
★カラーセラピー ★手作りおもちゃ
★マッサージ体験 ★歌声喫茶

売
販

売

★被災地支援チャリティーバザー
★岩手県、宮城県被災地支援物資販売
★ひまわりの家特製ぼかし、野菜等
★手作り品バザー ★花、球根、まんじゅう
★手作り石鹸 ★手作りクッキー、ケーキ
★ますの塩焼き
★手作りパン、おやき、屋台ラーメン
など

◆無料飲食コーナー
◆演芸ステージ
★演歌体操 ★合唱 ★手話コーラス
★歌と踊り ★音楽セラピー
★楽器演奏 ★新舞踊 ★民謡
★子どもエレキバンド演奏
（野外ステージ）
など

★あったかスープサービス
★本格ドリップコーヒー喫茶
★綿あめ
★ポップコーン

＊スタンプラリー、今年もやります。
＊送迎が必要な高齢や障害をお持ちの方は、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。
＊雨天決行！ 企画内容は変わる場合があります。

主催：社協まつり実行委員会(事務局社協 76−5522)
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赤い羽根共同募金
10
1
0 月１日〜１２月３１日
●今年もご協力をお願いします ! ●
ご協力いただきました募金は、一人暮らしのお年寄りの給食サービスや社会福祉活動などに、
活用させていただきます。尚、募金の約３割は、南箕輪村を超えた広域的な課題を解決するた
めの活動に、都道府県の範囲内で使われています。また、募金額の一部を「災害等準備金」と
して積み立てておりましたので、昨年の東日本大震災のような大規模災害が起こった際には、
災害ボランティア活動支援など、被災地を応援するために使われております。

◎今年は ――
県全体で……4

億 2,910 万円

南箕輪村で………209
１世帯あたり

500 円

万円

を目標にしています。

を目安に、ご協力をお願いします。

長野県共同募金南箕輪支会（支会長唐木一直）は、今年も10月１日から「地域の福祉、みん
なで参加」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24年度の南箕輪村社協への配分金は1,190,705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・・・３５８,８８０円
☆歳末施設訪問事業に…・・・・・・・・・４０,０００円
☆社協まつり開催・社協だより発行等・・７９１,８２５円

◇共同募金は民間社会福祉活動の資金です
共同募金は、民間の募金であり、税金など公的資金と生活が異なります。税金は、全国的な公平
な基準で使われるのに対し、民間の募金は地域の実情に沿った柔軟な使われ方が可能です。共同募
金は民間の社会福祉の増進に寄与され、様々な社会福祉事業や活動のために使われます。共同募金
から配分された資金によって、地域の民間社会福祉施設や社会福祉協議会など社会団体は様々な活
動を行っています。

ひとり、ひとりのやさしさが、
あなたの住むまちを、もっと、やさしくしてくれます。
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大芝高原まつり

東日本大震災被災地支援

「蒲鉾」
「わかめ」で被災地を応援しました。
８月25日の大芝高原まつりにおいて、東日本大震災被災地支援として宮城県牡鹿郡女川町産の
「蒲鉾」、岩手県上閉伊郡大槌町産の「わかめ」を販売しました。皆様のおかげで蒲鉾316箱、わか
め100袋を完売する事ができました。ありがとうございました。販売した収益につきましては、両町
の社会福祉協議会を通じて支援活動金として役立たせていただきます。
女川町は水産業が盛んな町でしたが町全体の約８割が被災し、40数社あった水産会社・事業者は
そのほとんどが壊滅状態となり、女川町の雇用は大きく失われました。また、大槌町も同じく水産
業が盛んな町でしたが、震災により町全体が壊滅的な被害を受けました。大津波とそれに伴う火災
により、事業所や住宅等あらゆるものが破壊され、町民は、生活基盤を一瞬にして失いました。被
災された方の仮設住宅への入居は終わりましたが、住居があれば町に人が残るとは言えません。働
く場所があり、収入があり、消費があり、被災された方が震災前の生活に１日も早く少しでも近付
く事が復興の基盤となると思われます。被災地を応援
してもらい、産品を購入していただき、その収益が人
の生活を支えるのと同時に復興に寄与します。
南箕輪村社会福祉協議会では、昨年の震災後、両町
へ職員派遣や住民の皆様方から寄せられた扇風機・絵
本・Ｔシャツ等を届ける支援活動、大芝高原まつり、
社協まつり等で蒲鉾や佃煮の販売等を行い支援活動を
行ってきました。今後も、産品の販売等を通じて支援
活動を継続して行っていきます。

大芝高原まつりでの販売風景 “暑かった”

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成24年度 会員・会費募集 (平成24年９月10日現在)
会員

3,129世帯

会費

2,183,752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。

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。

4

地区社協紹介

久保地区社協「末広会」
会長 堀

岺 生

久保地区社協は、今まで有志で「おついたち会」と言う会を作って活動してきましたが、平
成21年4月からは、久保区民の人を対象に、久保地区社協として発足して4年目となりまし
た。会の目的として、区民の福祉について相互の理解連携を深め、地域の全ての向上と増進、
円滑な運営をしていくため、次の役員を置きました。
会長１名、副会長２名、会計１名（事務局兼任）
、監事２名、推進委員区三役、民生児童委
員２名、健康部正副２名、育成会正副会長、老人クラブ正副会長、ボランティア30名 各組
のすこやか係で行います。すこやか係は事業の連絡係として組内に回覧を廻して統一を図って
もらいます。
また、末広会は毎月８日を目標に行います。１回100円のお菓子代で折紙、手芸、ハーモ
ニカ、体操など行って、後でお茶を飲み、お話などをして、楽しくやっています。
また、育成会事業として新一年生を迎える会、４年生〜6年生までは交流会、1年生〜3年
生は読み聞かせを行っています。
また、年に１〜2回位講演会、花壇整備４回、クリーンウォーク年２回など行っています。
日帰り旅行も年１度行っており、参加されるみなさんは楽しみにしています。後は年間事
業に沿って実施しています。

福祉・ボランティア活動配分の公募
福祉事業・ボランティア活動を支援するため、共同募金配分事業を公募いたします。
◆配分対象団体と配分対象事業（平成25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
◆申請
配分を希望するものは、申請受付期限までに県共同募金会に申請書1部を提出
◆配分額
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24年11月30日
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）

子育てサロン
10月15日(月)
11月12日(月)
12月10日(月)

10月・11月・12月の相談日
★ 結 婚 相 談 ★

★ 司法書士法律相談 ★

10月12日(金)・28日(日)

10月26日(金)
11月30日(金)
12月21日(金)

11月09日(金)・25日(日)
12月14日(金)・23日(日)

■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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(要予約)

障害者生きがいセンター 「ひまわりの家」

おすすめの商品
◎カランコ織り物製品
福祉だより 83号

カランコの機 ( はた ) 織り機で一本の糸か
ら作っています。シンプル、カラフル、好み
に合わせてお使い下さい。優しい色合いで人
気の製品です。小銭入れから通帳入れ、バッ
グまで各種取り揃えてあります。

◎ニット製品
発行
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

見た目の可愛さと使い勝手にこだわりまし
た。いつも使うものだからこそ思わず笑顔に
なるようなニットです。

＊カランコ製品＊
小銭入れ
通帳入れ
バッグ

600
1,000
1,200

＊ニット製品＊

円

円

円
円

100 ～
ティッシュボックス
1,000
カバー
座布団カバー 1,200
アクリルたわし

円

～

円

発行日
平成24年10月１日

今回紹介した製品は10月14日の社協まつりでも販売します。この他にも大芝高原
のヒノキを使用した香り高い「手作り箸」 通気性、吸湿性に優れた「そば枕」 優し
い雰囲気で女性に人気の「クラフトバンド」 再生紙を使用した環境に優しい「トイ
レットペーパー、ティッシュペーパー」などなどたくさんの製品を用意してお待ちして
おります。製品以外にも毎年完売の生きがいセンターで収穫しました新鮮野菜の販売も
行います。ぜひ足を運んで、実際に手にとってご覧ください。

■お問い合わせ■
印刷

障害者生きがいセンター「ひまわりの家」
長野県上伊那郡南箕輪村 2380 番地 1179

TEL (0265)

76－7603 FAX (0265) 76－7609

