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東日本大震災から１年3カ月以上が過ぎた被災地では、いまだに田や畑に小さなガレキや石ころが点在しており、
子どもたちにもできるボランティア活動もあります。ボランティア活動を行いたいと考えている市内のお子さんとそ
の保護者の皆様を募集します。

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、災害ボランティアを派遣します。

今月は、櫛形中央保育所の園児送迎の見守りを行っている『安
心安全なまちづくりパトロール』のみなさんを紹介します。送
迎の時間が通勤時間と重なり危険なため、今年の4月から民生
委員の方がボランティアで見守り活動を始めました。

6月からは参加者も増え19人が当番制で活動しています。
「最近は保護者からも気軽に挨拶してくれたり、子供たちか

らも元気をもらいながらやりがいをもって活動しています。こ
れからも活動を続けていきたいです。」と代表の井上さんはおっ
しゃっていました。
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南アルプス市社協ボランティアじょうほう

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。

福島県南相馬市へ行きませんか

①親子の災害ボランティア募集�～君の力で、被災地を復興してみませんか？～

日　　　時：7月20日（金）23:59～21日（土）23:59（ボランティア活動21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・石ころ除去または浜辺の清掃
対象者・定員：①市内小学校4年生以上の子供と保護者（子供一人に対して必ず大人一人）15組　30名　　　　　
　　　　　　　②一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　10名
　　　　　　　 （高齢者、疾患をお持ちの方は、ご遠慮ください。）
　　　　　　　  注）定員になり次第〆切ります。事前説明会に必ず出席できる方のみ参加可能。
申 込 方 法：電話連絡にて下記までお申込みください。
参　加　料：6,000円（バス代、バス傷害保険代）【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：7月13日（金）19:00～（申込み後通知にて連絡いたします。）
注意事項　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。

日　　　時：7月13日（金）23:59～14日（土）23:59
  （活動14日　8:45～15:00　１日間）
活　動　先：福島県南相馬市（旧警戒区域）
活 動 内 容：ガレキの撤去、泥出しまたは個人宅の草刈り、部屋の片付け
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：電話連絡にて下記までお申込みください。
　　　　　   申込み先：地域福祉課　☎283-4121
参　加　料：6,000円（バス代、バス傷害保険代）
　　　　　 　【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：7月10日（火）19:30～（場所：社協ボランティアセンター）　
注意事項　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、活動が変わる場合もありますので、
ご了承ください。

未来を担う小中学生に、福祉やボランティアに関心を持ってもらうことを目的に募集します。
③福祉標語・福祉ポスター募集� ～福祉をかたちにしてみよう～

☆応募のしかた☆ 「福祉標語」 応募用紙に、ふさわしい言葉を２０字以内で表したもの（小学校４年生以上）
 「福祉ポスター」 画用紙（B4版）に福祉のイメージを表したもの
  （応募用紙を裏面に貼ってください。応募用紙は、市内小中学校を通じて配布します）
☆提出方法☆　一人各１点までの応募とし、各学校に提出　☆〆切☆　９月５日（水）まで
☆優秀作品選考☆　各部門から特選1点　入選3点　佳作6点を選出し、ボランティアじょうほう「手をつなごう」
にて発表します。また、11月４日(日)開催予定の社会福祉大会で表彰を行います。

応募者全員に
参加賞があります

【上記の申込み・問合せ先】南アルプス市社会福祉協議会 　☎ 283-4121  FAX 283-4167

災害ボランティア募集

昨年7月ガレキ撤去の時

5月の浜辺清掃の様子

災害とエコをむすびつけて自分たちにできるボランティアをやってみよう。
②夏休みボランティアスクール開催�～災害、エコ、ボランティアって何だろう？～

○会　場　社協ボランティアセンター
○対象者　市内小学1年生～中学3年生 ○申込方法　電話にて下記までお申込みください。
○〆　切　7月20日（金）（定員20名になり次第〆切ります）
○持ち物　タオル、水筒、筆記用具 ○送  迎　原則保護者の方が対応してください。

日　　　時 内　　　　容
開校式・講義 ☆『災害』ってなんだろう～東日本大震災を知ろう～

８月１日（水）9:30 ～12:00 ☆『エコ』ってなんだろう　☆『ボランティア』ってなんだろう
体験・閉校式 ☆「ろうそく」を作って災害に備えよう

８月２日（木）9:30 ～12:00 ☆おじいちゃんやおばあちゃんに「ろうそく」を作ってプレゼントしよう

社協では、「防災」を地域福祉の推進における重要なキーワードとしてとらえ「災害時に一人も見逃さない地域づ
くり」のため、住民のボランティア意欲や防災意識を高めていただくために災害防災ボランティアを育成します。

対象者：市内の方で防災に関心のある方
　　　　（今後、災害・防災ボランティア活動にご協力いただける方）　　　
参加費：無料
定　員：50名（定員になり次第〆切・最終〆切8月7日）
申込み：地域福祉課　☎283-4121
　※詳細につきましては、ボランティア情報誌8月号にて掲載いたします。

回 日　　時 開催場所 内　　容

1 8 月10 日（金）
19:30 ～21:00 南 アルプ ス市

地 域 防 災
交 流センター

講　　演：「東日本大震災の実態」

2 8 月１１日（土）
9:30 ～16:00

講　　演：「災害ボランティアと被災者を結ぶ災害ボランティアセンターとは？」
実施訓練：倒壊した建物からの救出訓練、緊急時応急救護法など

平成24年度　災害防災ボランティア養成講座　開催予定！
～震災を教訓に、自分たちの地域を見つめ直そう～

この夏、君の五感でボランティアを体験しよう！



◆心配ごと相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 当番相談員

	 7月	 4日	（水） 行政、旧母子、障がい者
	 7月	11日	（水） 消費生活、人権擁護、旧母子
	 7月	18日	（水） 人権擁護、民生委員、行政
	 7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。

お
し ら

せ

◆結婚相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 時間・会場

7月 1日（日）   ９：００～１５：００
１８：３０～２０：３０

櫛形社会福祉会館
☎ 283 ー12258月 1日（水）

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。8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 時間・会場

7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 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。

高齢者・心身障害（児）者に対するボランティア活動に直接必要な機材の
整備事業に助成します。
◆助成限度額　90万円　　助成率9/10
◆提 出 書 類　平成24年度高齢者、障害者の支援を目的とするボラン
　　　　　　　ティア活動に対する・助成要項・実施計画申請書・助成
　　　　　　　事業手引書
◆申 込 〆 切　7月13日（金）
◆申込み、問合せ　山梨県共同募金会南アルプス市支会
　　　　　　　　　（南アルプス市社協内）☎283-4121

「平成24年度　高齢者、障害者の支援を目的とする
� ボランティア活動に対する助成」

赤い羽根共同募金会からのお知らせ
介護者のつどいの開催

　介護や認知症ついての話し合いの場を設定いたしました。ぜひご参
加ください。
◇日　時　7月13日（金）19：30～21：30
◇場　所　白根中央公民館　大会議室
◇内　容　講演「福祉総合相談課の認知症への取り組み」
　　　　　話し合い
◇問合せ　やまびこの会　代表　名取（☎282-2262）

訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修（2級課程）
開催のお知らせ　山梨県知事指定

◇研修期間　7月23日（月）～8月31日（金）
◇受講費用　50,000円（税、テキスト代、実習費含）
◇研修内容　①講義　58時間　②実技　42時間　③実習　30時間　
◇研修場所　①講義　南アルプス市若草窓口センター2階第1会議室

　　　　　②実技　若草生涯学習センター第1会議室
　　　　　③実習　市内特別養護老人ホーム・市内の協力訪問介護
　　　　　　　　　事業所・市内協力通所介護事業所

◇定　　員　20名※定員になり次第〆切り
◇受講資格　市内在住者・就労者で、心身共に健康である方
◇募集受付開始　7月2日（月）から
◇応募・問合せ　南アルプス市社協総務課　☎283-8711
　　　　　　　　（受付： 8：30～17：15　〈平日〉）　
　　　　　　〒400-0337　南アルプス市寺部６５９

朗読会「おたのしみ処」開催のお知らせ
　午後のひととき、朗読の世界を楽しみませんか。皆様のお越しを
お待ちしております。
◇日　　　時　7月28日（土）　13:30～
◇場　　　所　八田ふれあい情報館　会議室
◇出　　　演　図書館朗読ボランティア「はなみずきの会」
◇朗 読 作 品　川端康成　作『掌の小説』より「かけす」
　　　　　　　武田百合子　作『ことばの食卓』より「牛乳」　他
◇主　　　催　八田ふれあい図書館　☎285-5010

対象者：市内在住のひとり親家庭の親子（子どもは高校生以下）
≪第１回目≫　東京ディズニーランド
日 　 時　7月27日（金）　定員120名（先着順）
参 加 費　大人5,600円、中高生4,800円、小学生以下3,800円、
 3歳以下無料
行 　 程　9:30出発→現地12:30着→現地21:00発→23:30市帰着
≪第２回目≫　東京観光（スカイツリーを見ながらの昼食）
日　　程　8月17日(金)　定員80名（先着順）
参  加  費　大人4,500円、小学生3,000円、幼児2,000円（3歳～6歳）
行　　程　7:00出発 →羽田空港展望デッキ→（昼食）→ 上野（15:20発）
 →18:30市帰着
申込期間　7月2日（月）～7月17日（火）8:30～17:15（土日祝日は除く）
申込方法　・申込書に必要事項を記入し参加費を添えて、社協本所及
　　　　　　び各事業所まで提出してください
　　　　　　（申込書は社協本所、各事業所、市役所にあります。）
　　　　　　電話での受付はいたしません
　　          ・参加申し込みはどちらか一回に限ります。
問合せ：地域福祉課　☎283-4121
※大人のみ、子供のみの参加は出来ません。
※参加者には、日程の詳細を後日連絡します。
※第1回目の帰着が深夜になることをご了承ください。

☆ひとり親家庭レクリエーション開催☆

どなたでも利用できる無料のバスを運行しています。（温泉は有料です）
◇櫛形地区◇ 問合せ☎ 283-1225
　小笠原地区　7/5、 8/2、 9/6 遊・湯ふれあい公園行き
　北　地　区　7/19、8/16、9/20 甲西やまなみの湯行き
　西　地　区　7/19、8/16、9/20 遊・湯ふれあい公園行き
　豊　地　区　7/17、8/21、9/18 甲西やまなみの湯行き
◇甲西地区◇甲西やまなみの湯行き 問合せ☎ 284-2530
　大井地区　７/2、8/6、9/3　　落合地区　7/9、8/13、9/10
　五明地区　7/17、8/20、9/18  南湖地区　7/23、8/27、9/24
八田・白根・若草地区は変更がありません。
※時刻表は各事業所へお問合せください。

温泉バス運行について

•••••••••••••••••••••••••••••

子育てサロンつくしんぼ
　７月のサロンは、親子で作品を作り、みんなで遊びます。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。※作品の材料は、用意します
◇日　時　7月19日（木）10:00～11:30
◇場　所　若草健康センター
◇持ち物　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。
◇問合せ　☎283-3505　名取（夜間のみ）
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この夏、図書館ボランティアをしてみませんか。７月７日（土）から
受付をはじめます。申込みは参加する図書館へお申し込みください。

対象者：小学校４年生以上　活動時間：８：３０～１２：００
日　程：8/1(水)、8/8(水）   八田ふれあい図書館 ☎285-5010
        　 8/9(木)、8/10(金)  白根桃源図書館　 ☎284-6010
　　      8/3(金）、8/10(金） わかくさ図書館　 ☎283-1501
       　  8/2(木)、8/9(木) 甲西図書館 ☎282-7291
定　員：各２名

子どもボランティア募集「図書館のお手伝い体験」

しゃきょんの家だより
わんこ員クラブ会員募集中！ワンコイン（1枚の硬貨=500円）で、しゃ
きょんの家がお昼ご飯を提供する会員制のクラブです。わんこ会員になって、
デイサービス利用者や職員とお昼ご飯を食べませんか？会員登録は無料です。

◉「今月のイベント」紹介
★13日（金）13:30「歌声喫茶」
★16日（月）〔海の日〕11:00～13:00「アニメ等のDVD上映」
　　　　　　　　　 ※お昼は、しゃきょんカレー（200円）があります。
★19日（木）13:30「お好み民謡喫茶」
★20日（金）13:30「懐かし映画館」
★27日（金）13:30「俳句教室」

問合せ　しゃきょんの家下町　☎282－0821　　

７
月

お気軽に遊びに来てくださいね。

親子でいっしょに思い出づくり


