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今月は櫛形地区の清水善治さんを紹介します。
「子どもたちや若い世代に伝えたいことがある」と地域交流拠点しゃきょ

んの家で、近所の方や子どもたちに戦争体験の講話をしていただきました。
「今回が初めての講話でしたが今後も縁があれば、講話を続け戦争中に

体験した御恩や思いやりそして戦争の悲痛さも伝えていきたい。そして今
の時代に薄れている人との付き合い、命の大切さを思い出してもらいた
い。」と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

今年も各地区で高齢者、障がい者、子どもたちなど誰もが参加できる福
祉運動会を開催します。

まずは、芦安地区にて小学校・地域・社協が合同で開催します。子ども
からお年寄りまで、皆が一緒に汗を流して地域の絆を深めましょう。

その他の地区の開催日は、八田地区10月13日（土）、白根地区10月17日（水）、櫛形地区10月1８日（木）、若草
地区10月2６日（金）、甲西地区10月2７日（土）を予定しています。詳細につきましては、ボランティア情報誌「手
をつなごう」10月号に掲載します。

記念すべき第1回目は、「ふれあいサロン桃園」を紹介し
ます。

平成21年4月20日に立ち上げ、毎月20日に桃園下小路
公会堂にて開催しています。毎回、叙情歌や歌謡曲の合唱、
お茶飲み会が行われており、参加者も多く「毎月20日が楽
しみ」「若いころ幼いころの歌が懐かしい」「地域の人が集
まっておしゃべりできることが嬉しい」「いつまでも続けて
もらいたい」などの声があがっています。また、お楽しみタイムを設け、学習会などの講話から楽団生演奏や歌謡舞
踊まで様々な企画を行っています。

ボランティアも大勢いて、足腰の不自由な方には、送迎もしています。
「高齢者が健康で明るく希望をもって暮らせるサロンを目指しています。少しでも興味のある方がいましたらどう

ぞお越しください。」とサロン代表の安井さんはおっしゃっていました。　　問合せ先：安井日出夫　☎283－5038

この夏のボランティア体験記

日　　時：９月１６日㈰　９：００～１５：００（予定）
場　　所：芦安小学校グラウンド ※雨天時は体育館で縮小して実施

世代を超え
スポーツを通して

秋の一日を
楽しみましょう！！

秋だ！スポーツだ！運動会だ！

市内31名の有志が、復興
支援活動（個人宅の倉庫内外
の片付けと清掃）を行いまし
た。

◉個人宅の手伝いをしてまだまだ片づけや、やることがたく
さんあるんだと思った。（23歳女性）
◉被災者の笑顔を見て、お役に立てて良かったです。
　（47歳男性）

7月14日㈯ 災害ボランティア派遣事業
～福島県南相馬市～

市内25名の小学生が、２
日間を通して「災害、エコ、
ボランティア」について学び、
キャンドルを作りました。

◉これからは、困った人がいたら助けたいです。（小６）
◉ゴミ拾いなどこれからボランティア活動をしていきたいで
す。（小５）

8月1日㈬・2日㈭ 夏休みボランティアスクール

市内大人31名、子ども9名
の有志が、復興支援活動（田
んぼ内の小さなガレキ、石こ
ろ撤去）を行いました。

◉被災地で見たこと体験したことを友達に伝えたいです。
　（中３）
◉ボランティア体験を通して津波や地震の怖さを知りまし
た。（小4）

7月21日㈯ 災害ボランティア派遣事業
～宮城県七ケ浜町～

市内40名の方が、東日本
大震災の課題や問題、そして
これから行っていくべき訓練
等を学びました。

◉今まで以上に、防災についての意識が高まった。
　（60代女性）
◉地域と学校の連携は、必要と感じ、今後積極的に取り組ん
でいきたい。（40代男性）

8月10日㈮・11日㈯ 災害防災ボランティア養成講座

今年も福祉運動会を各地区で開催します

サンロ 自慢コーナー

今後も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。

ちょっとしたボランティアを行っている方を紹介しています。みなさまからの身近な情報をお待ちしています。

今…老人クラブが変わる！！
～長寿社会を健康で楽しく暮らすために～

企業戦士だった皆さん、現役を離れ有意義な毎日を過ごされていますか？これ
からの人生を自分のために、地域のために健康で楽しい日々を過ごしませんか？
「老人クラブ」＝「すごーく年を重ねた人」をイメージしがちですが、現在の

老人クラブ会員は違います。年を重ねても皆、いきいきと元気です。若いです。
仲間と学び、話し、趣味活動や奉仕活動を行いながらこれからの高齢化社会を

自分たちの手で楽しいものにして行きましょう。
老人クラブに少しでも興味のある方は、下記までご連絡ください。

◇対象者：おおむね60歳以上の方ならどなたでも
◇申込先：社会福祉協議会各事業所まで
◇問合せ：地域福祉課　☎283－4121

★ 9月・10月の事業予定
　9月24日（月）「ますます健康教室」スタート（全 6回開催）
　9月29日（土）ねんりんピック
　10月は各支所老連「福祉運動会」に参加

※この他、支所老連・単位クラブ老連
での楽しい事業が予定されています。

たくさんのご参加
ありがとうございました。

Part1

ボランティアで
戦争体験談をしました！



臨時職員の募集

◆心配ごと相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 当番相談員

 9月 5日 （水） 行政、旧母子、障がい者
 9月 12日 （水） 消費生活、人権擁護、旧母子
 9月 19日 （水） 人権擁護、民生委員、行政
 9月 26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。
電話での相談も受付いたします。総務課 ☎ 283 － 8711

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

9月 1日（土）   ９：００～１５：００
１８：３０～２０：３０

櫛形社会福祉会館
☎ 283 ー122510月 1日（月）

秘密は厳守いたします。予約等は必要ありません。
申し込みの際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。10 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

9月5日、12日、
19日、26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。

デイサービスゆうかりパート介護職員募集
◇勤  務  地　デイサービスゆうかり（野牛島2727）
◇募集人員　１名
◇勤務形態　8:30～　週2日～3日（シフト表による）
　　　　　　〔土・祝日勤務有〕
◇資　　格　介護福祉士またはヘルパー2級以上
　　　　　　普通自動車免許
◇時　　給　1,000円　　　◇待　　遇　労働保険、通勤手当
◇業務内容　介護全般
◇提出書類　①南アルプス市社協パート介護職員採用試験
　　　　　　　申込書（ホームページよりダウンロード可）
　　　　　　②資格証
　　　　　　③面接カード（ホームページよりダウンロード可）
◇応募受付　９月  3日（月）～９月14日（金）
◇面  接  日　９月20日（木）　　◇採用日　10月1日（月）
◇問合せ・書類提出先
　〒400-0337　南アルプス市寺部659
　社会福祉協議会　総務課　☎283－8711
　http://www.minami-alpsshakyo.or.jp/

甲西地区の大塩うめじさんから社協へたくさんの手作り雑巾の寄付
をいただきました。いただいた雑巾は、さっそくデイサービスや生き
がい通所にて活用させていただいています。ありがとうございました。

雑巾を寄付していただきました

•••••••••••••••••••••••••••••

子育てサロンつくしんぼ
９月の活動は、バスでお出かけをします。子育て中のお母さんな

ら誰でも参加出来ます。お友達を誘って遊びに来てください。
◇日　　時：9月26日（水）10:00 集合・出発
◇場　　所：若草窓口サービスセンター
◇行　　先：富士川クラフトパーク
◇参  加  費：無料です。お弁当、おやつ、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）
※雨が降った場合は、10月5日（金）に延期になります。
※ベビーカーは、バスに乗せられます。
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◇募集人員　介護福祉士（経験者）１名
◇勤務時間　8：30 ～ 17：15
◇休　　日　土・日・祝日・年末年始
◇給　　与　135,600 円～（経験年数によって加算有）
◇待　　遇　社会保険、通勤手当、賞与有
◇提出書類　①南アルプス市社協臨時職員採用試験申込書
　　　　　　　（ホームページよりダウンロード可）
　　　　　　②資格証
　　　　　　③面接カード
　　　　　　　（ホームページよりダウンロード可）
◇応募受付　9 月  3 日（月）～ 9 月 6 日（木）
◇面  接  日　9 月 10 日（月）
◇採  用  日　10 月 1 日（月）
◇問合せ・書類提出先
　〒 400-0337　南アルプス市寺部 659
　社会福祉協議会　総務課　☎ 283 － 8711
　http://www.minami-alpsshakyo.or.jp/

この研究集会は、過去の災害から「被害を最小限にとどめるためには」
「必要な支援の在り方や個々のつながりの大切さ」「ボランティアのここ
ろ」について学びます。いつ起こるか分からないから行動しないのでは
なく、今だからこそ共に考え、行動しましょう。
◇日　　時　9 月 15 日（土）10:00 ～ 15:00
◇会　　場　山梨県ボランティア・NPO センター、
　　　　　　甲府市中央部市民センター
◇対　　象　どなたでもお気軽にご参加ください。
◇参  加  費　500 円（資料代、昼食代として当日いただきます。）
◇申込方法　9 月 11 日（火）までに電話・FAX・または E-mail にて
　　　　　　お申込みください。
◇申込・問合せ先
　〒 400-0031　甲府市丸の内 2-35-1
　特定非営利活動法人 山梨県ボランティア協会
　☎ 224 － 2941　FAX232 － 4087　E-mail：vol01@yva.jp

第30回ボランティア・NPO研究集会開催
テーマ『ふたたび３．１１に学ぶ』～もしも私が被災者になったら～

第5回　福祉なんでも相談会
「借金のこと」「消費トラブル」「こころの相談」「介護のこと」など様々な

ことが原因でお悩みの方の相談をワンストップで対応します。お気軽に
ご利用ください。
◇開　催　日　9月29日（土）
◇相 談 時 間　13:30～16:30（一人30分程度）※予約不要
◇受 付 時 間　13:15～15:30
◇相 談 方 法　面談　　　
◇相 談 料　無料
◇相談対応者　弁護士、消費生活相談員、保健師、
　　　　　　　社会福祉士、精神保健福祉士など　
◇開 催 場 所　甲西保健福祉センター（古市場323）
◇対　象　者　南アルプス市民
◇問　合　せ　南アルプス市保健福祉部福祉総合相談課　☎282－7250

しゃきょんの家だより

◉ 「9月のイベント」 紹介
★ ６日 （木） 13:30「ゆる体操」
   無理せず体を動かす楽しい体操です。
★ 13日 （木） 懐かし映画館「森の石松」
★ 14日 （金） 10:30「子育てサロンとの交流会」
   赤ちゃんとお母さんが遊びに来ます。
★ 17日 （月） 11:30～16:00「お好み焼きづくり」
   食べた後は、ちぎり絵の制作です。
★ 21日 （金） 13:30「おはぎづくり」
   みんなで楽しくおはぎをつくってみよう。
問合せ　しゃきょんの家下町（小規模デイ・地域交流拠点）☎282－0821

９
月

お気軽に遊びに来てくださいね。

200 円

200 円

しゃきょんの家下町に開設 『がんの悩み相談』
がんの経験者があなたの不安に寄り添います。
がんの悩みを話してみませんか？

◇日　時：9 月～ 12 月第 4 月曜日　13:00 ～ 16:00
　　　　　9 月 24 日、10 月 22 日、11 月 26 日、12 月 24 日
◇場　所：しゃきょんの家下町（下宮地 521 － 3）
◇相談員：山梨がんピアサポート希望（のぞみ）の会
◇問合せ：しゃきょんの家☎ 282 － 0821

相談無料
要電話予約

相談日時と場所


