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「わたしがつくる　みんなでつくる　住民自立のまち」

地
ちっく

区ぃ・ちっくい祭りのお知らせ
社協が実施したアンケートや聞き取り調査の中で多くの住民から、
南アルプス市内でも「世代を越えた交流」や「地域住民のつながり」
が薄れてきているとの意見が寄せられています。社会福祉協議会では、
その対策として同じ地域に住む住民同士のコミュニケーションを深
め、世代を超えた交流を図るため「ちっくい祭り」を行なってきました。
今年度もお祭りを通して様々な方とのネットワークをつくり、地区の
活性化や地域住民同士の交流を行なっていきます。「ちっくい祭り」は、
みんなで地域をあったかくする手作りのお祭りです。おじいちゃんも

おばあちゃんも子どもたちもみん
なで来てください。

平成 24年 3月 11日を迎え、東日本大震災から 1年が経過しました。
1年たった今も被災地の復興は、いまだ遠いものがあります。遠く離れた
地の私たちにできる事の一つが「募金活動」です。イベント等で周知した
ところ多くの皆さんの温かいお気持ちをいただきました。

社協と災害・防災ボランティア地区連絡
会では、数年前から「防災小地域出前講座」
を行なっています。この講座は、学校、地
区、各種団体の集まり、施設などへ出向き、
災害の恐さ、地域の助け合いの必要性など
映像を使ってお話ししています。
また、今まで防災寸劇を行なってきた防災ボランティアも、今年
は「震度６…その時」と題して、今までの寸劇を拡大し、避難所で
の出来事も取り入れたものを披露しています。
『出前講座』、『寸劇』をご希望の方は、
地域福祉課（☎ 283－ 4121）までご連絡ください。

この保険はボランティアやサロン活動
中の様々な事故による傷害や賠償責任など
について補償する保険です。安心して活動
に取り組むことができるよう、ご加入する
ことをお勧めします。各事業所に申込書を
用意してありますので、お気軽に声をおか
けください。
・ボランティア保険　１人年間280円～
・サロン保険　　　　１人１回13円～
（金額は種類によって変わります）
※災害ボランティアについては、上記金額と異なります。

寄せられた義援金は、中央共同募金会を通して東日本大震災の被災地復
興のために送らせていただきます。ありがとうございました。
今後も引き続き社会福祉協議会では義援金を受け付けています。皆様方
のご協力をお願いします。

●部　　　屋　１階　中央スペース（会議15人まで使用可能）
　　　　　　　２階　小会議室（会議10人まで使用可能）
　　　　　　　　　　大会議室（会議50人まで使用可能）
●使 用 条 件　 ボランティアに関すること
●使　用　料　どの部屋も１回300円（時間制限なし）
●年間使用料　（30回以内）3,000円
　　　　　　　（30回以上）5,000円
●申　　　請　地域福祉課　☎283－4121

２年前よりボランティア相談窓口を設置したところ
40件近くの相談がありました。今年度も喫茶店のよ
うに立ち寄ることができ、ボランティアに関する相談
が気軽にできるように、窓口を設置しております。
※相談についての詳細は裏面に記載しています。

今までにボランティア活動希望でこられた方々の
活動を紹介します。

• 対面朗読ボランティア •出張で車いす体験指導 •手
芸ボランティア •南アルプス市広報誌、ボランティア
情報誌の録音テープの貸出 •イベントにて託児ボラン
ティア •花植えボランティア　など

◆白根地区　5月12日㊏
◆芦安地区　5月13日㊐
※芦安地区では、今年度「新緑・やま
ぶき祭り」に共催しています。

◆若草地区　5月20日㊐

●3月 4日㈰ 「地区い・ちっくい祭in甲西」会場 15,630円
●3月 11日㈰ 「市民活動フェスタ」会場 22,957円
●3月 11日㈰ 「市民活動フェスタ」においてトン汁の   
  販売収益金 柿平第2自主防災会　8,500円

※八田・櫛形・甲西地区は、実行委員会で日
程を決める予定です。決まり次第、情報誌
にてお知らせいたします。

※「地区ぃ・ちっくい祭り」には、社協会費、赤い羽根共同募金の配分金があて
られています。

3・11東日本大震災から1年…
1日も早い復興を願って！！ 各地のイベント会場で

多くの善意が
寄せられました

ボランティア相談窓口の設置
若草体育館の南側に社協ボランティアセンターがあるのを
ご存知ですか？現在ボランティア活動の拠点として多くの方
に利用していただいています。大・中・小のスペースがあり、
机、イス等も完備していますのでボランティア活動や会議等
にご利用ください。

社協
ボランティアセンター

からのお知らせ

『防災小地域出前講座』『防災寸劇』
今年度も出張します！！

ボランティア保険・
サロン保険への加入は
お済みですか？

南アルプス市文化協会所属の甲
西地区ハーモニカ部（深澤正利部
長）を紹介します。平成12年の
創部以来、高齢者の集いや施設へ
の慰問を行なっています。ファー
スト、セカンド、コードのパートを16名が受け持ち、「里の秋」
などの童謡から、昔懐かしい「湖畔の宿」を始め「白雲の城」
のような現代歌謡にも挑戦。
「ハーモニカを吹くのは健康にも良いし、気の合う仲間と
の練習もとても楽しいです。」と創設者の淡路ひろみさん。「こ
れからも声をかけてくだされば、どこへでも慰問に伺います
よ。」と明るく話していました。ハーモニカ部員募集中です！！
今年度も「ちょ・ボ・ラコーナー」では、市内でちょっ
としたボランティアを行っている方を紹介します。み
なさまの身近な情報をお待ちしております。
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若草地区・白根地区のちっくい祭りでは、当日手伝ってくれる
中学生・高校生を募集します。一緒にお祭りを盛り上げてみませんか。

問合せ：地域福祉課☎283－4121

南アルプス市社協ボランティアじょうほう



◆結婚相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 時間・会場

４月 １日（日）   ９：００～１５：００
１８：３０～２０：３０
櫛形社会福祉会館
☎ 283-1225５月 １日（火）

秘密は厳守いたします。予約等は必要ありません。
申し込みには一人で全身が写っている写真と印鑑をお持ちください。
☆「女性相談コーナー」開催。４月１日18：３０～20：30 通常の相談
に加えて、女性専用の別室を設けます。

◆心配ごと相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 当番相談員

 ４月 ４日 （水） 行政、旧母子、障がい者
 ４月 １１日 （水） 消費生活、人権擁護、旧母子
 ４月 １８日 （水） 人権擁護、民生委員、行政
 ４月 ２５日 （水） 障がい者、消費生活、民生委員

時間・会場
13:30 ～15:30

南アルプス市社会福祉協議会本所
（市役所若草窓口サービスセンター2F会議室）

秘密は厳守いたします。どんなことでも構いませんので、自分だけで
悩まずご相談ください。予約等は必要ありません。

◆ボランティア相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 当番相談員

４月４日、１１日、
１８日、２５日
（毎週水曜日）

１３:３０～１５：３０
社協ボランティアセンター
（若草体育館南側建物）

☎ 283-4121
予約等は必要ありません。ボランティアに関するご相談であればなん
でも結構です。お気軽にお立ち寄りください。
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八田地区おやつボランティアでは、一緒におやつを作っていただける
ボランティアを募集します。
八田地区の対象となる高齢者に手作りのおやつを作り、民生委員さ
んが見守りも兼ねてお届けする「おやつサービス」の活動です。あな
たも参加しませんか。
●活 動 日　４・５・８・１２・１・２月は月１回
　　　　　　１０・１１・３月は月２回　8：30 ～10：30
　　　　　　（６・７・９月はお休み）
●活動場所　ふれあい情報館（南アルプス市榎原800）
●問 合 せ　地域福祉課　☎２８３－４１２１

一緒におやつ作りの
ボランティアしませんか？

八田地区おやつボランティアが作ったおやつにあなたの絵手紙を
添えて高齢者へお届けします。季節や食べ物、風景、人物などはが
きサイズでいろいろな絵手紙を募集しています。お待ちしております。
●問合せ　地域福祉課　☎２８３－４１２１

絵手紙を募集しています

どなたでも利用できる無料のバスを運行しています。（温泉は有料）
温泉バス運行について

慈恵寮では、入所者が毛糸や布を使って様々な手芸作品の制作を
していますが、最近はキルティングの布が足りない状況です。
　ご家庭で不要な布（特にキルティング）がありましたら、是非慈恵
寮にご寄付をお願いします。
●問合せ　慈恵寮　☎２８２－０３６９

不要な布がありませんか

成年後見・相続遺言の講演会と無料相談会を開催します

八田地区　樹園行き ●お問合せ☎285-7730
　全地区　毎週水曜日（祝祭日は除く）運行
白根地区　天恵泉白根桃源天笑閣行き ●お問合せ☎284-0828
　飯野下、飯野上地区 4/4・18 5/9・23 6/6・20
　飯丘・源、西野地区 4/5・19 5/10・24 6/7・21
　百々、今諏訪地区 4/6・20 5/11・25 6/8・22
　上八田、在家塚地区 4/11・25 5/16・30 6/13・27
若草地区　遊・湯ふれあい公園行き ●お問合せ☎283-4121
　全地区　毎週火・木曜日（第3火・木曜日は除く）運行
櫛形地区　 ●お問合せ☎283-1225
　小笠原地区 4/5 5/2 6/7 甲西やまなみの湯行き
　北　地　区 4/19 5/17 6/21 遊・湯ふれあい公園行き
　西　地　区 4/19 5/17 6/21 甲西やまなみの湯行き　 
　豊　地　区 4/17 5/15 6/19 遊・湯ふれあい公園行き
甲西地区　甲西やまなみの湯行き ●お問合せ☎284-2530
　大井地区 4/2 5/7 6/4
　落合地区 4/9 5/14 6/11
　五明地区 4/16 5/21 6/18
　南湖地区 4/23 5/28 6/25
※時刻表は各事業所へお問い合わせください。

みなさまのご参加をお待ちしております。なお、無料相談については、
事前にご予約をいただきますとスムーズにお話しができます。
●日時　4月12日（木）13:00 から講演会
　　　　　　　　　　　14:00 から無料相談会
●場所　若草生涯学習センター
●主催　山梨県行政書士会
　　　　社団法人コスモス成年後見サポートセンター
●予約連絡先　山梨県行政書士会事務局
　　　　　　　☎237-2601　ＦＡＸ235-6837

子育てサロンつくしんぼ
今年度も子育てサロンつくしんぼでは、「交流」をテーマに様々
な活動をしていきます。子育て中のお母さんなら誰でも参加
できます。お友達を誘って遊びに来てください。
♦日　時　4月19日（木）10:00 ～11:30
♦場　所　若草健康センター
♦参加費　100 円です。おやつはあります。
　　　　　飲み物は、各自でご用意ください。
♦内　容　紙芝居、手遊び、ゲーム（賞品を用意します）
♦問合先　☎283-3505　名取（夜間のみ）





































お子さんをお預かりする託児サービス（就学前児童）も行いますので、
安心して受講できます。ご応募下さい。

母子家庭等を対象としたパソコン教室
母子家庭のお母さんや寡婦の方を対象に、仕事で役立つパソコン講座を開催
します。
♦日　程　全４日間 基礎編：5月19日（土）・20日（日）
 応用編：5月26日（土）・27日（日）
♦時　間　10:00～17:00（昼休み1時間）
♦場　所　山梨県母子福祉センター　３階会議室（甲府市朝日４-５-２１）
♦定　員　10名　※定員を上回る受講希望があった場合は、抽選になります。
♦受講料　無料

母子家庭等を対象としたホームヘルパー講座
母子家庭のお母さんや寡婦の方を対象に、ホームヘルパー講座（２級課程）
を開催します。
♦日　程　６月から１０月の原則として毎週土曜日
♦時　間　９:３０～１６:１５（昼休み４５分）
♦場　所　講義・実技　山梨県母子福祉センター３階会議室（甲府市朝日４-５-２１）
　　　　　実習　特別養護老人ホームなどの施設
♦定　員　20名　※定員を上回る受講希望があった場合は、抽選になります。
♦受講料　7,000円

受 講 者 募 集 のお知らせ

●申込方法　申込書により郵送またはＦＡＸでお申込みください。
　　　　　　ホームページからも申込できます。
　　　　　　※詳しくは、問合せ先へ。
●申込先・問合せ先　〒400-0025　甲府市朝日４－５－２１
　　　　　　　　　　山梨県母子家庭等就業・自立支援センター
　　　　　　　　　　☎ 252－7014　ＦＡＸ253－7046


