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第1８回 社協まつり
10 月 25 日（日）開催
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
（南箕輪小学校3年4組の皆さん）

第18 回

社協まつり

10月25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18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
掘り出し物がいっぱい

★ひまわり号を走らせる会
まんじゅう、球根、野菜など

★宮城県被災地支援物資販売

★消費者の会

女川町の蒲鉾販売

手作りエコ石鹸販売

★大芝高原味工房出張販売

★アンサンブル伊那

手作りパン、おやき

手作りクッキー、ケーキなど

★信州へそ塾

★ハンドメイド雑貨Ruuri

ますの塩焼きなど

子育てサロン

アクセサリー、雑貨、スイーツデコなど

★園芸福祉すみれの会

★チャレンジセンター笑顔の時間

寄せ植え、多肉植物の販売

鹿革製品など

花の種子の無料頒布

★ワーク西駒
ワーク西駒

信州まめ匠

豆腐、どら焼きなど

★工房ぬくもり
屋台ラーメンなど

★フランクフルト販売
フランクフルト販売
★身障協手作り品バザー
★ひまわりの家オリジナル製品
カランコ織、ハンガータオル、野菜など

◆ 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

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し、景品と交換
※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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つなげよう 地域の絆
続けよう支援の輪
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（介護センター花岡）
★ぽっかぽかの家利用者作品展示

★健康ブース（アイスク）
ロコモドテスト＆美姿勢チェック

★切り絵・絵手紙体験
★パッチワーク・巾着袋作り体験

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
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）
折り紙でコマを作ります

★マッサージ体験
村内針灸マッサージ師の有志

◆ 演芸ステージ
★演歌体操
★合唱
★手話コーラス ★歌と踊り
★楽器演奏
★新舞踊
★健康体操（さよなら腰痛・バイバイ肩こり）
★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、『初音ミク』クリアファイルをプレゼント
赤い羽根共同募金のマスコット『愛ちゃん』も募金活動に参加
★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。
※送迎が必要な方は、社協事務局まで事前にご連絡ください。
※一般の方の駐車場は、富士塚運動場をご利用ください。

主催：社協まつり実行委員会(事務局社協 76−5522)
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共同募金配分事業を公募いたします

赤い羽根共同募金

1.「地域生活支援活動」配分

10 月１日〜１２月３１日

◆配分対象団体と配分対象事業（平成28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

…今年もご協力をお願いします ! …
平成 26 年度は赤い羽根共同募金に加え、南木曽町豪雨災害および神城断層地震災害の
義援金募集にも多大なるご支援とご協力を賜り、心から厚く御礼申し上げます。
ご協力いただきました募金は、ご高齢の方や障がいのある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「たすけあい・支えあいの地域づくり」のため、今年もお力添えを賜りますようお願
い申し上げます。

平成27年11月30日（月）申請書類の請求等お問い合わせは 県共同募金会南箕輪村支会（社協）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28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
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27年11月30日（月）

◎今年は ――
県全体で……4

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

南箕輪村で………206

◆配分対象団体と配分対象事業（平成28年4月から1年以内の間に行う事業）

１世帯あたり

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）
※防災物品の整備については、対象物品に制限がありますので申請書等でご確認ください。
（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）
※その他に対象となる団体および対象となる物品の要件がありますので、
ご確認ください。

◆申請受付期限

ご 協力ありがと
協力ありがとうございました。
がとうござ
ございました。
た。

3,220世帯

会費

を目安に、ご協力をお願いします。

☆歳末施設訪問事業に…・・・・・・・・・４０,０００円
(平成27年９月10日現在)

2,257,820円

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。

☆社協まつり開催・社協だより発行等・・９０３,９００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性格が
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
福祉団体は様々な活動を行っています。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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。

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。

を目標にしています。

☆一人暮らし老人の給食サービスに・・・１６３,３６５円

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

会員

500 円

万円

長野県共同募金会南箕輪村支会（支会長唐木一直）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27年度の南箕輪村社協への配分金は1,107,265円で、次のように配分する予定です。

平成27年11月30日（月）申請書類の請求等お問い合わせは 県共同募金会南箕輪村支会（社協）へ（76-5522）

平成27年度 会員・会費募集

億 1,700 万円

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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共同募金で受配された
車イス用車両貸出車

共同募金で受配された
手織り機（カランコ）

4

デイサービス ボランティア募集
社協では、将棋の相手、折り紙、習字などデイサービスの利用者と一緒に余暇活動を行っ
ていただけるボランティアを募集しています。

使用済み切手と使用済み切手を整理する
ボランティアを募集します。
南箕輪村社会福祉協議会では、使用済み切手と使用済み切手を整理し
ていただけるボランティアを募集します。

将棋の相手
■日
時：月曜日・木曜日・土曜日 10 : 00 から 30 分程度
■活動場所：デイサービスセンター松寿荘
■内
容：利用者の将棋の相手

集めた使用済み切手は…
①ボランティアにより収集・整理されます。
②各収集団体に送られます。
③収集団体は切手業者に買い取ってもらい、業者を通じて世界の切手収集家等が購入します。
④換金された代金を、収集団体の目的に応じて海外の医療援助、施設の整備、植林事業など、
国内・国外のさまざまな福祉のために役立てられます。

折り紙・習字などの余暇活動
■日
時：応相談
■活動場所：デイサービスセンター松寿荘
■内
容：利用者と一緒に折り紙、習字などを行う。
【詳細につきましては下記までお問い合わせください】

南箕輪村社会福祉協議会 TEL 76－5522 FAX 78－3669 （担当：地域福祉係 有賀）

当社会福祉協議会では、収集・整理された使用済み切手を【誕生日ありがとう運動本部】
に送ります。
誕生日ありがとう運動本部は、知的ハンディキャップの問題の正しい知識の普及を目的と
して、誰にでも年に一度めぐってくる誕生日を福祉に積極的に関わっていく日とし、知力ハ
ンディキャップのことをみんなの問題として考えていきましょうという運動（みんなが力を
合わせて、偏見や差別のない明るい福祉社会をめざす、草の根福祉運動）を行っています。

募集するボランティアは…

特別養護老人ホーム コンソール大芝 ボランティア募集
コンソール大芝では、「朝夕の食事介助」「ホールでの見守り」「演芸やレクリエーション」
を行っていただけるボランティアを募集しています。
※コンソール大芝は、社協の隣の施設で認知症の方が生活している施設です。

使用済み切手の売上金は、知力ハンディキャップの問題の社会啓発資金として活用されて
います。
使用済み切手の収集を行い、集まった使用済み切手を誕生日ありがとう運動本部で整理しや
すいように、切手と消印のまわりを１センチ程度あけてカットしてもらいます。
毎月１回程度活動を行っていく予定です。

【詳細につきましては下記までお問い合わせください】

【興味のある方は、下記までご連絡をお願いします】

特別養護老人ホーム コンソール大芝
TEL 72－7474 FAX 72－7472 （担当：生活相談員 宮下）

南箕輪村社会福祉協議会 TEL 76－5522 FAX 78－3669 （担当：地域福祉係 有賀）

結

婚

相

談

法律相談

10月13日(火) 午後7時～午後8時

11月22日(日) 午後1時30分～午後3時

10月23日(金)

10月25日(日) 午後1時30分～午後3時

12月８日(火) 午後7時～午後8時

11月27日(金)

11月10日(火) 午後7時～午後8時

12月27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
10月５日(月)
11月９日(月)
12月７日(月)

給食サービス

午前10時～
11時30分

１月12日(火)
２月８日(月)
３月７日(月)

12月18日(金)

10月14日(水)
10月28日(水)
11月11日(水)

11月25日(水)
12月２日(水)
12月16日(水)

１月13日(水)
１月27日(水)
２月10日(水)

２月24日(水)
３月９日(水)
３月23日(水)

新聞紙アート講座

を開催しました！

７月１５日、ボランティアセンターにて新聞紙アート講座を開催しました。
今回は登内桂子さんを講師に、新聞紙アートで暑中見舞いカードを作り
ました。１２名の方の参加があり、登内さんにアドバイスをいただきながら、
新聞の広告などのカラーページを葉書
のカードへちぎって貼り、魚やひまわ
り、船などの図柄を作っていきました。
どのカードも素敵な作品となりました。
今回作った暑中見舞いカードは、７月２２日（水）の給食サー
ビス“あいあい弁当”と一緒に一人暮らし高齢者のお宅へお届
けしました。

■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。
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障がい者生きがいセンター

ひまわり の 家

福祉だより 95号

ひまわりの家は「就労継続支援 B 型施設」として利用され
ている方たちが手作り製品、野菜などの自主製品や、企業
から受託した作業を自分のペースで行いながら、工賃アップ
を目指しています。いつも笑顔の絶えない場所です☆

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

休憩室ではくつろぎなが
ら交流しています。

ひまわりの家の日常
ショートステイ
兼 休憩室

調理室

発行日
平成27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。

利用者と職員が協力しな
がら色々なものを作り上
げています☆

食堂

畑

作業場

トイレ
事務室
玄関

ぽっかぽかの家

太陽の下で作った野菜を
各所で販売しています☆

わかば農園様で、大根収穫の作業
をさせていただいています！
印刷

障がい者生きがいセンター「ひまわりの家」
TEL.（0265）76-7603 FAX.（0265）76-7609

