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宮城県七ケ浜町へ
行きませんか

震災以降被災地へ全国から 95 万人以上のボランティアが駆け付け、復興・復旧支援を行ってきました。
しかし、災害規模が甚大だったため、１年以上が過ぎた現在も県内外のボランティアを受け入れ、ガレキ

の撤去や泥だし、仮設住宅への支援等を行っており、未だに復旧・復興に至っていないのが現状です。 
そこで、南アルプス市社協では、被災地での活動を行いたいと考えている市民の皆様を募集します。

地域交流拠点「しゃきょんの家」では、地域の絆づくりのため、子どもか
らお年寄りまで多くの方々に気軽に立ち寄っていただき、お話しをしたり見
守りなど交流を通して、住民参加による『福祉コミュニティーの場』として
活動していきます。

毎週月曜日は「気軽に相談日」、火曜日は「自
由にお茶会」です。みなさんで遊びに来て下さい。
☆５月の主なイベントは裏面のお知らせコーナー

に掲載しています。
◇場　　　　所　南アルプス市下宮地 521-3
◇利用可能日時　月～金　9:00 ～ 17:00
◇休 業 日　土曜日・日曜日・年末年始
◇問 合 せ 先　しゃきょんの家　☎282－0821

地域の皆様のご希望で
自由に使えるお家です。
例えば　お茶飲み会、

自慢の作品展示、歌声喫茶、
手作り野菜販売、相談所、

各種講座など

白根ボランティアの会
は、白根げんき館を拠点に、

「明るく豊かで住みよい福
祉のまちづくりを目指し積
極的にボランティア活動を
推進する」をモットーに、

地域のみなさまから寄せられた牛乳パック、アルミ缶、
プルタブを整理するリサイクル活動を行っています。

この度、22年度・23年度の活動での収益にて南ア
ルプス市社協へ車椅子３台を寄贈していただきまし
た。ありがとうございました。

社協白根事業所（白根げんき館）では、これからも
リサイクル品の収集を行っていきますので地域のみな
さまのご協力をよろしくお願いします。
（白根げんき館：南アルプス市在家塚1156－1）

※寄贈の車いすは、白根げんき館で貸出用として利用させていた
だきます。

日 時：5 月 26 日（土）0：00 ～ 23：59
（活動 26 日　8：45 ～ 15：00　１日間）

活 動 先：宮城県七ケ浜町
活 動 内 容：田んぼ内のガレキ・石ころ撤去
対 象 者：一般市民で災害ボランティアとして被災地での活動を希望する方

（高齢者、疾患をお持ちの方は、ご遠慮ください）
定 員：40 名（定員になり次第〆切ります）
申 込 方 法：電話連絡にて申込みください　申込み先：地域福祉課　☎ 283-4121
参 加 料：5,000 円（バス代、バス傷害保険代、飲み物１本、銭湯代含）

【活動保険、食事・飲み物代等個人にかかる費用は、自己負担】
持 ち 物：軍手、ゴム手袋、タオル、食べ物、飲み物、着替え、ソール入り長靴等
事前説明会：5 月 17 日（木）午後 7 時 30 分～（申込み後通知にて連絡いたします）

●模擬店
やきそば、綿菓子、お餅他

●遊びの広場
あやとり、昔の遊び、紙芝居
他

●販売の広場
花・野菜、フリーマーケット、
手作り小物他

東日本大震災から１年以上が経過した今・・・私たちにできること

今月は、櫛形地区の「す
もも劇団」を紹介します。

すもも劇団は、11年前か
ら活動しておりサロンや施
設などへ出向き地域の題材
をとりいれた『寸劇、踊り、
歌、手品ゲーム、民謡』など披露しています。
「劇団員は3人と少ないですが、ボランティア活動を

通して色々な人たちと出会い、地域とのつながりが生
まれることがうれしいです。また、高齢者や障がい者
から元気や勇気をもらえてとてもやりがいを持って活
動しています。これからももっと芸を磨いて続けてい
きたいです。すもも劇団をご希望のサロンや施設は、
事務局沢登（☎283－0111）までご連絡ください。」
と古井座長をはじめ3人とも楽しそうにおっしゃって
いました。

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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南アルプス市社協ボランティアじょうほう

災害ボランティア募集

雨天の場合、活動中止になる場合
があります。その際には、被災地
見学のみとさせていただきます。
また、活動内容が変わる場合もあ
りますのでご承知ください。

チアダンスや、紙ひこうき大会、輪投げなど楽しいこといっぱい！おい
しいパンやクッキーも販売します。

第一回「ミス虎御前」コンテスト開催！！
スティールパン演奏、やまぶきツアー、芦安名物うすやきやバナナのた
たき売りなど、　ちっくい祭りも一緒に盛り上げます。

絵本の交換会やフリーマーケットも行います。
使えるおもちゃ・本・遊休品等がありましたら当日持ってきてください。
今年も『起震車』体験や金魚すくいも行います。

注意事項

県民の森入口

下町

サンロード

南アルプス局

峡西病院

八幡神社

オギノ52

地域交流拠点

しゃきょんの家

【田んぼガレキ撤去の様子】

【ちっくい祭りの様子】

地域のボランティアさんを中心に、手作りのみ
んなのお祭りを開催します。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。開

白根地区

芦安地区 第2回南アルプス市芦安新緑・やまぶき祭に
あわせて開催します

主な内容

若草地区

催
地
ちっく

区ぃ・ちっくい祭り in 白根 & 芦安 ＆ 若草

◦日時　5月12日（土）10:00～13:00 （雨天決行）
◦会場　西野　松聲堂（ＪＡこま野西野支所東）

◦日時　5月13日（日）9:30～15:30（雨天決行）
◦会場　芦安小学校校庭

◦日時　5月20日（日）10:00～1３:０0
◦会場　若草みさき公園【若草健康センター東隣】
　　　　（雨天時　若草健康センター内）

地域交流拠点

「しゃきょんの家」本日オープン！

白根ボランティアの会
車いす３台寄贈



◆心配ごと相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 当番相談員

	５月	 ２日 （水） 行政、旧母子、障がい者
	５月	 ９日 （水） 消費生活、人権擁護、旧母子
	５月	１６日 （水） 人権擁護、民生委員、行政
	５月	２３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。

お
し ら

せ

誰にも相談できず、1 人で悩んでいませんか？「介護者の
つどい」は、癒し・学び・交流の場です。同じ介護をしてい
る仲間と語り合い、明日への活力を生み出しましょう。

参加費用：無料
持　　物：帽子（寄せ植えに必要な物は、用意します）
定　　員：各 30 名
対 象 者：南アルプス市在住の在宅でご家族を介護されている方
〆 切 り：５月１６日（水）定員になり次第〆切ります
送迎バス：有り（詳細につきましては、お問合せください）
　　　　　※〆切り後集合場所等ご連絡いたします
申込み・問合せ先：地域福祉課　☎２８３－４１２１

『寄せ植え教室』開催
第１回介護者のつどい

パート職員の募集
職　　種　①生きがい通所支援員　　③パートヘルパー
　　　　　②軽度生活援助員
勤務時間　①月～金（9:00 ～12:00　3 時間）
　　　　　②月～金（8:30 ～17:30 の間の依頼時間）
　　　　　③月～日のうち数日（時間は応相談）
募集人数　若干名
応募資格　①②ヘルパー２級以上、普通自動車免許をお持ちの方
　　　　　③介護福祉士又はヘルパー2 級以上
提出書類　履歴書（写真添付）、資格証　持参または郵送
受　　付　平成２４年５月１日～５月１１日
問合せ先・書類提出先　〒400-0337　南アルプス市寺部６５９　
　　　　　　　　　　　①②社会福祉協議会地域福祉課☎ 283 － 4121
　　　　　　　　　　　③訪問介護課☎ 283 ー 6688

●日　　時：①５月２９日（火）13:30～15:00
 　②６月　５日（火）13:30～15:00
●会　　場：ハッピーパーク（徳永410）

子育てサロンつくしんぼ
5 月のサロンは、みんなで「地

ちっく
区ぃ・ちっくい祭りｉｎ若草」に参加

しましょう。当日は、休憩場所も用意します。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　5 月 20 日（日）10:00 ～13:00
♦場　所　若草みさき公園（若草健康センター東側）
♦参加費　無料です
♦内　容　お祭りに参加して一緒に楽しみましょう
♦問合せ先　☎ 283 ー 3505　名取（夜間のみ）
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社協では、地域の皆さまに市内のボランティア団体、サロン団体
を知っていただき、今後の様々な活動につなげていただくために今
年度「ボランティア団体ガイドブック」「サロン団体ガイドブック」の
作成を行います。

ガイドブックに掲載していただける市内のボランティア団体、サロ
ン団体は、所定の用紙にご記入の上、活動写真 1 枚を添付し、６月
１５日（金）までに社協本所又は各事業所までお届けください。主旨
をご理解の上、ご協力のほどよろしくお願いします。
☆所定の用紙は、各事業所または本所にございます
☆問合せ先　地域福祉課☎ 283 － 4121
☆昨年度末に提出済みの団体は、提出する必要はありません

ガイドブック掲載に
	 ご協力ください

南アルプス市
社協よりお願い

◆結婚相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 時間・会場

５月 １日（火）   ９：００～１５：００
１８：３０～２０：３０
櫛形社会福祉会館
☎ 283 ー1225６月 １日（金）

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。６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。

◆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

５月２日、９日、１６日、
２３日、３０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 ー 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。

全体会の第 2 部では、災害時要援護者支援の視点での講演会を企画
しました。少しでも興味のある方は、どなたでもご参加ください。
●日　　時　5 月 18 日（金）20:00 ～21:00
●場　　所　地域防災交流センター（南アルプス市消防本部）
　　　　　　2F 多目的ホール [ 南アルプス市十五所 1014]
●講　　演　「がんばっぺ！みのり会　えがおの名取市」
　　　　　　～障がい者の視点から東日本大震災を学ぶ～
●講　　師　社会福祉法人ぶどうの里 勝沼授産園 
　　　　　　生活支援員 鷹野永知　氏
●問合せ先　地域福祉課☎ 283 － 4121

全体会（総会）にて講演会を開催します
南アルプス市災害・防災ボランティア地区連絡会より

小規模デイサービスでは、民家を活用して、利
用者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう
また、「地域の交流」を目的に行っていきます。

問合せ先：しゃきょんの家　☎ 282 ー 0821

南アルプス市社協が
小規模デイサービスを開所します！

デイサービスしゃきょんの家  下町

デイサービスしゃきょんの家では、お年寄り
の話し相手をしていただけるボランティアを
募集しています。

ボランティアさん
募集中

●場　所　南アルプス市下宮地521－3
●営業日　月～金8：30～17：15
　　　　　（祝日営業　12/31 ～ 1/3は除く）
※延長、宿泊は相談に応じます。

★５月	 ７日	（月）「がんばれ！みんなの甲州弁」
南アルプス市在住のベストセラー作家
五緒川津平太先生の甲州弁講座。
★５月	 ９日	（水）「小学生集まれ！ゲーム大会」
★５月	１７日	（木）「懐かし映画館」
　今月はボロ電の記録です。
★５月	２４日	（木）「お好み民謡喫茶」

地域交流拠点「しゃきょんの家」では、毎月様々な
イベントを計画し、みなさまにお知らせしていきます。

１３:３０開始！ 予約不要！ 参加無料！

『今月のイベント』紹介

朗読会「いきやりどころ」へのお誘い
♦日　時　６月２日（土）１０：３０～１２：００
♦場　所　櫛形生涯学習センター　２階研修室
♦出　演　櫛形図書館朗読ボランティア「すずの会」
♦内　容　円地文子 訳　　源氏物語より『桐壺』
　　　　　瀬戸内寂聴 訳　声にして楽しむ源氏物語より『藤壺　若紫』
　　　　　俵万智 訳　　　愛する源氏物語より『朧月夜が一番』　
♦主　催　南アルプス市立櫛形図書館　☎ 280 －3300

みなさまのお越しを心よりお待ちしております。

五
月

しゃきょんの家
より


