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南アルプス市社協ボランティアじょうほう

　野牛島地区で毎年行われている「八朔祭」に中学生ボ
ランティアとして参加した小山廣人くん、新井桜霞くん、
清水恭太くんを紹介します。きっかけは、社協主催の「ふ

くし勉強会」へ参加した折、同じ主催の八田地区から参加
していたお祭り関係者のおじさんに誘われたことでした。当日

は、蒸し暑い中お揃いのポロシャツでかき氷と金魚すくいをお手伝いしました。露店
のお手伝いとは言え仕事を学んだ感じがし、とても良い経験になったようです。自分
たちにも出来るボランティアが身近にあることを知り、楽しく活動できたそうです。

　共同募金は、地域の人々がお互いに助け合って、ともに生きていこうという心を育む運動です。
　集まった募金は寄付をいただいたみなさまの地域で役立てられています。
　市民のみなさまの募金活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

ふくし相談支援センターよりお知らせ

サロンフォローアップ
研修の様子

　共同募金は、戦後間もない昭和22（1947）年に、市民が主体の民間運動として始まりました。
　当初、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律（現在の「社
会福祉法」）に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。
　社会の変化のなか、現在の共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな
地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する「じぶんの町を良くするしくみ。」として、取り組まれています。
　■赤い羽根共同募金に関するお問い合わせ
　　　　　　山梨県共同募金会南アルプス市支会　☎283-4121　FAX 283-4167

～ そ　の　他 ～
・地域の交流拠点（公民館等）や施設利用者の
　為の備品整備のために
・ボランティア情報紙・広報誌発行事業のために
  ・地域福祉活動計画の策定等のために
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募金はこのような活動に
使わせていただいています

★日　時 … 11月18日（日）13：30～16：00
★会　場 … 南アルプス市桃源文化会館　桃源閣（飯野2971）
★内　容 … 第１部：式典　①南アルプス市社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈
　　　　　　　　　　　  　②平成30年度小・中学校ふくしポスター入賞者表彰など
　　　　　　　　　　　　　　※ふくしポスターの受賞者は11月号で発表します。
　　　　　  第２部：第２回ふくし勉強会2018
　　　　　　　　　　講師　武蔵野大学 人間科学部 社会福祉学科 教授　渡辺裕一 氏
　　　　　　　　　　テーマ「雑草」（仮）
　南アルプス市で実際に起きた問題をわかりやすく取り上げ、楽しく学べる内容になっています。はじめ
ての方もお気軽にご参加ください。※詳しい内容は「手をつなごう」11月号にてお知らせします。

第15回南アルプス市福祉大会合同開催!!
　 第 ２ 回 ふくし勉強会 2 0 1 8 　

【講師：渡辺氏】

予 告

市内のサロンを紹介していきます。掲載希望のサロン団体のご連絡をお待ちしております。

　今年の６月から始まったクラフトクラブを紹介します。毎月第３日曜日に野
牛島集落センターが開放されており誰でも利用できることから、手作りに興味
のある方に声掛けをし、サロンが立ち上がりました。作りたいものを自由に作
ることを目的に毎月実施していますが、今のところ仲間内で教えあいながら皆
で同じ物を作っています。笑いが絶えない楽しい時間はあっという間で、翌月
の開催日が待ち遠しいほどです。地区問わず参加OKですので、興味のある方
はお出かけください。毎月第３日曜日の14時から16時で開催しています。

「クラフトクラブ」を紹介します。Part68

Facebookにて『ちょつな』を発信します！
当センターでは日々相談支援を行っています。その中には、少子・高齢化や核家族の増加など
から家族や地域間で支え合いの機能が低下し、社会的孤立、ごみ屋敷、貧困等の深刻な相談もありますが、
隣近所との「つながり」で、深刻な状況にならずに済んだ事案もありました。そこでこんな時代だから
こそ、日ごろのちょっとしたつながり、略して『ちょつな』をFacebookで、つながりの大
切さを発信していきます。
※10月より随時発信します。みなさまの身近で『ちょつな』の活動をしている方がいまし
たらセンターまで情報をお寄せください。
　▶問合せ：ふくし相談支援センター　☎284-7830

　　　  近年多発している大規模災害時に多くのボランティアが全国か
  ら被災地へ駆けつけ被災者（地）の復旧・復興のお手伝いをしています。
 　そのボランティアと被災者をつなぐ役割の災害ボラ  
　ンティアセンターの運営費も赤い羽根共同募金の
配分金の一部を使用しています。南アルプス市社協では  
　８月に岡山県倉敷市へボランティアバスを運行しました。
　その費用にも赤い羽根共同募金の配分金の一部を使用
　　　 させていただきました。

倉敷市へボランティア
バスの運行



1認知症カフェ「オレンジカフェやまびこ」
  ●日　時…10月17日(水)　13：30～15：30
  ●参加費…200円　　●場所…白根げんき館

 ●内　容…3B体操で音楽に合わせ体を刺激しよう＆カフェ
　　　　　 当日参加OKです！個別相談もしています。

2介護食を一緒に学びませんか
 ●日　時 … 11月９日(金)　13：30～
 ●場　所 … かがやきセンター内　調理実習室
 　※詳細については問合せ下さい
 　　　　やまびこの会(猪狩)　☎090-1114-2870

◎それぞれお問合せの際には電話番号をご確認の上、お間違いのないようにお願いします。

 ◉ 「10月の主なイベント」 紹介

★1日（月）～4日（木）14：00～ 高齢者の栄養講座
★５日（金） 14：00～ 音楽ボランティア
★10日、24日（水） 10：00～ 囲碁クラブ
★12日（金）14：00～ ゆる体操
★16日（火）14：00～ 信玄ロック
★19日（金）14：00～ ふるさと歴史講座
★26日（金）14：00～ 津軽三味線と歌おう
イベントは参加無料です。地域交流拠点スペースを無料で貸し出しています。
会議、打合せ、待合せ等ご利用ください。
　コミュニティーバス「峡西病院東」前　駐車場あります
　　住所：下宮地521-3　☎282-0821

10
月

 成 年 後 見 制 度 相 談 会  （予約優先）
◇開催日：10月19日(金)　※毎月20日開催
◇時　間：13：30～15：30　◇場所：社会福祉協議会本所(鏡中條1642-2)
◇相談員：社会福祉士　◇問合せ：成年後見センター  ☎283-8722

出張ふくし相談会開催
「私たちが一緒に問題解決に取り組みます。」

ふくしの専門相談員（CSW）が毎月各地区に出張し、相談に応じ
ます。相談無料、秘密厳守！お気軽にご相談ください。
＊日　時 … ①10月10日（水）　10：00～12：00
 　　　　 　②10月24日（水）　10：00～12：00
＊場　所 … ①櫛形北農村環境改善センター（桃園167-1）
 　　　　 　②JA南アルプス市飯野支所（飯野1803-3）
　※上記以外も毎月第１（水）白根げんき館、第３（水）社協本所にて
　　13時から15時に相談会を行っています。
＊問合せ … ふくし相談支援センター　☎284-7830

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

 市民活動センターだより
❶市民ディレクターズサロン
個人や市民団体のみなさんの情報交換サロン
 ◇日 時 … 10月９日(火) 19：30～
❷WAKAMONO大学リターンズ～人生が“ちょっとだけ”豊かになる方法～
あなたは毎日を楽しんでいますか？ 将来に不安はありませんか？ 
地域でもっと豊かに暮らす方法を探ります。どなたでも参加可
 ◇日 時 … 10月12日(金) 19：30～21：00
 ◇講 師 … 佐藤文昭先生（県立大）　　◇参加費 … 無料
❸第40回　さらりと音楽談義　～秋の音楽～
市内在住の音楽家、藤原義章さんがさまざまな事柄をモチーフに展
開する気楽な音楽談話会。主催はさとやま・ダモーレです。
 ◇日 時 … 10月16日(火) 19：00～　　◇参加費 … 無料
 ◇内 容 … 演奏・談話会など
＊上記の会場・申込み・問合せ…市民活動センター  ☎282-7325　FAX282-7421

だれでも参加OKで申込不要の気軽な茶話会です。お茶を飲みな
がらおしゃべりを楽しみませんか？

日　時 … 10月5日（金）14：00～15：30
場　所 … 市民活動センター（上履きを持参ください）
参加費 … 無料
問合せ … こぶしの会（中込）☎282-9670

認知症予防講演会開催！地域の相談・治療の最前線から、認知症の
気づき、ケア、治療、予防についてお伝えします。
■日時…10月19日（金）14：00～16：00　
■会場…櫛形生涯学習センター（小笠原1060-1）　 ■参加費…無料
■講師…浅川　理 医師　 医療法人南山会峡西病院理事長
■〆切…10月12日（金）
■申込み・問合せ…市介護福祉課☎282-7347

認知症の予防～何をどう予防できるか～

しゃきょんの
家だより

職　種…大工・美容師・ネイリスト・ピッツア職人・警察官・和菓子屋・
　　　　　看護師・パティシエ・自動車整備士・染物屋・消防士・トリマー
　　　　　などなど！
日　時…10月20日（土）　11：30～17：30
会　場…若草総合体育館、若草生涯学習センター
対象者…市内在住の小学１年生～６年生　※事前申込が必要になります
参加費…1,000円　　　募集期間…10月４日(木)　昼12時まで
募集定員…Ａ～Ｊコース　各20人計200名
　※募集定員が超えた場合は抽選により決定し通知します
　※詳細は『キッズタウン南アルプス2018』ホームページをご覧ください
問合せ…キッズタウン実行委員会　info@kidstown.space

　こどもと一緒に楽しむ音楽会です。気軽におこしください。
  日　時：10月21日(日)　11：00～12：00
  場　所：甲西保健福祉センター (古市場323)

演　奏：ラルゴさん
参加費：無料
協　力：生活協同組合パルシステム山梨
問合せ：ミ　キ ☎090-3798-8619 
　　　　　カワテ ☎090-2220-9166

ラルゴさんによるミニコンサート

ラルゴとは「ゆっくり」
という意味です。
ご夫婦で参加型コン
サートを開いています。

エレクトーン欲しい方いらっしゃいますか。まだ使用可能な
エレクトーンがあります。ご連絡をお待ちしています。
　▶問合せ … 魚覚　☎282-0247

①介護支援専門員（パートタイム）… 資格要件：介護支援専門員
②ホームヘルパー（パートタイム）… 資格要件：ヘルパー２級以上
③介 護 職 員 （ パ ー ト タ イ ム ）… 資格要件：介護福祉士または
　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　  　ヘルパー２級以上
＊勤務地、勤務時間、職務内容、社会保険、待遇、応募人数、応募
期間など詳しくは、社会福祉協議会ホームページに掲載されますの
でご覧ください。

職 員 募 集

●問合せ：総務課　☎283-8711

◆目に見えづらいとも言われる「子どもの貧困」等に対
して、関心のある人たちが集い、理解と関心を広げる
ためのワークショップです。
▪日　時 … 10月16日（火）19：00～21：30　
▪場　所 … ホンダカーズ峡西南アルプス店（上今諏訪185）
▪問合せ … 市福祉総合相談課　相談支援担当　☎282-7250

・世代を超えた地域住民の交流の場
・ボランティア個人・団体のネットワークづくり
住民手作りの祭りです。ちびっこ大集合！　送迎巡回バス有

日　時：10月28日（日）　10：00～13：00　雨天決行
場　所：若草生涯学習センター（寺部725-1）
問合せ：実行委員長　荻野一男　☎283-3753

①避難所疑似体験型防災キャンプのお知らせ
▪日　時：10月27日（土）13：30〜28日（日）10：00　
▪場　所：働く婦人の家（吉田753-1） 
▪メニュー：ある物で行なう救命救急法の実習など
▪参加費：１家族 2,500円（日帰り1,500円）
②子育て応援講座開催のお知らせ
同年代の親たちと、交流しながらあなただけの子育て方法をみつけませんか？
▪日　時：10月15日〜12月10日 10：00〜12：00  毎月曜（11/19休）
▪場　所：櫛形北地区農村環境改善センター（桃園167-1）
▪参加費：4,000円（資料・お茶代　初回に徴収）
▪持ち物：託児利用者（おむつ・着替え・タオルなど）
▪対象者：市内在住の０才から未就学児までの子どもを持つ親
◇上記について（申込み・問合せ）
　詳細は https://www.shokokai. or.jp/19/192081S0011
を見ていただくか、NPO法人あんふぁんねっと  ☎269-7568まで
問合せ下さい。

 精神保健福祉ボランティア「こぶしの会」

「気軽な茶話会」に出かけてみませんか？

NPO法人あんふぁんねっとより


