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南アルプス市社協ボランティアじょうほう

平成25年度も社会福祉協議会では、地域福祉活動の一環として、ボランティアの育成・推進、サロン事業に力を
入れていきます。平成25年度の助成金をご希望の方、または、興味のある方は説明会へご参加ください。

※問合せ　地域福祉課☎283-412１

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。

深沢さんは、近所の方に自分の手作りの小物を配布する活動をしています。
もともとは病気で動かしにくくなった右手のリハビリのため、小物作りを会

社の同僚から教えていただいたことをきっかけに始めたそうです。小物や古着
を再利用し、小さい着物の置物や、人形などを作成しており、3月には季節に
合わせた小さな雛人形を作ります。「自分のためにと始めたことですが、皆さ
んに喜んでいただき活動にやりがいを感じています。これからも健康のために
も活動を続けていきます。」とおっしゃっていました。

今月は甲西地区の
深沢敏子さんを紹介いたします。

※ちっくいまつりｉｎ甲西への問合せは、社協甲西事業所☎284-2530 へ

サンロ 自慢 コーナー
Part7 藤田なかよしサロン

地区ぃ・ちっくいまつり in 甲西 開催
ボランティアさんがつくる、地域をあったかくする手作りのおまつりです。おじいちゃ

んもおばあちゃんも子供たちもみんなで来てください。お待ちしております。

◇日　時　３月３日（日）10:00～13:00（雨天決行）
◇場　所　甲西農村環境改善センター駐車場内　【甲西窓口サービスセンター北側】
◇内　容

心地良い春風に誘われて…
行ってみるじゃん

魅 和太鼓、ダンス、舞踊、輪投げ、紙芝
居など 食 ちくわフライ、フライドチキン、チョコバナナ、

綿菓子、豚汁、やきそばなど

遊 凧作り、似顔絵コーナー、百人一首、折
紙など 輝 展示コーナー

店 金魚・メダカすくい、おもちゃ販売、布
小物類販売など

※あなたや家族、友人がつくった作品（なんでも）を展示してみませ
んか。年齢に関係なく甲西在住の方が対象です。詳しくは、下記
問合せ先まで

【昨年のちっくいまつり in 甲西の様子】

サロン活動の様子

第８回　ボランティア交流会が盛大に開催されました

ボランティアが手作り防災ずきんを寄付

2月16日（土）、白根桃源閣にて第８回ボランティア交流会が開催され、約
200名の方々の参加がありました。

当日は、講演会後、高齢・障がい・子育て・防災などの分野に分かれてそれぞ
れの活動発表や自分たちの地域の課題や問題点、また今必要とされているボラン
ティア活動など様々な意見が飛び交いました。

今後は、ボランティアの方々がこの交流会で得た知識、思いそしてつながりを
活かし、今まで以上に幅広く活発なボランティア活動に結びつくよう、社協とし
てもサポートしていきます。

手をつなごう11月号で防災ずきんを作っていただけるボランティアを募集したところ
13名の有志に集まっていただきました。

そして…この度、甲西生きがい活動通所支援事業の利用者の方や甲西保健福祉センター
利用者に災害が起きた時に使用する防災ずきん50コを作り、ご寄付していただきました。
綿や生地などの材料は再利用したもので全部手作りです。「今までの趣味活動での裁縫経験を活かし皆様のお役にた
てればと思い参加しました。喜んでいただけて本当にうれしく思います。」と参加した方々は話していました。

今後は、裁縫を通じて交流を広げていきたいと考えております。裁縫に興味がある方や経験のある方など集まって
一緒に交流してみませんか。興味がある方は、社協甲西事業所☎284-2530までご連絡ください。

参加者の声
・色々な団体の活動のお話が聞けて、今後の参考になりました。【50 代女性】
・こんなに多くのボランティアがいるとは、知りませんでした。びっくりしました。【60 代男性】
・他地区で同じ活動を行っている方と知り合えてよかったです。【70 代女性】

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。

平成２５年度のボランティア団体育成・助成金事業が変わります！
ボランティア団体助成金、いきいきサロン助成金説明会のお知らせ

◇日　時　３月14日（木）13：30～
◇場　所　若草窓口サービスセンター　２階第１会議室
　　　　　（南アルプス市寺部659）
◇対　象　市内でボランティア活動をしている団体及び活動を開

始したいと考えている団体
◇内　容　活動報告書、平成25年度助成金事業の説明、助成金

申請書作成の注意点、ボランティア保険の説明

【ボランティア団体助成金説明会】

◇日　時　３月18日（月）13：30～
◇場　所　若草窓口サービスセンター　２階第１会議室
　　　　　（南アルプス市寺部659）
◇対　象　サロン活動を行っている方、サロンについて関心のあ

る方
◇内　容　・活動報告書、助成金申請書作成の注意点、サロン保

険の説明
　　　　　・研修　レクレーションと地域におけるサロンの重要性
　　　　　　講師　山梨県レクレーション協会　塩沢一夫 氏

【いきいきサロン助成金説明会・研修会】

今まで以上にボランティア活動を活
発に行っていただこうと、内容のス
リム化を図り、活用しやすい助成金
に変わりました。少しでも興味のあ
る団体は、ご参加ください。

説 明 会 後 研
修会を予定し
ています。

今月は藤田なかよしサロンを紹介します。
毎月第2 木曜日に藤田集落センター2階にて開催されています。
平成 21年に民生委員ＯＢの方が中心になり立ち上がったサロンで、現在も

民生委員やサポートリーダーの方が主体となり、地域からの協力を得ながら
運営されています。また、このサロンでは、「和」をモットーにしており、参加者
同士で話し合い、お互いの意見を尊重し合って内容を決めています。「毎回の開催日には参加者みんな楽しみにしな
がら集まります。これからも和気あいあいと楽しく続けていきたいです。」とサロン代表者の荻野加津子さんはおっ
しゃっていました。



◆心配ごと相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 当番相談員

	 3月	 6日	（水） 行政、旧母子、障がい者
	 3月	13日	（水） 消費生活、人権擁護、旧母子
	 3月	27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）

電話での相談も受付いたします。総務課 ☎ 283-8711
※ 4 月より「心配ごと相談日」にかわり、各地区事業所にて相談を随時受け

付けます。より相談しやすい窓口にむけて取り組んでいきますので、ご理
解をお願いします。

◆結婚相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 時間・会場
3月 1日（金）   ９：００～１５：００

１８：３０～２０：３０
櫛形社会福祉会館

☎ 283-12254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。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。

◆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

3月6日、13日、
27日

（毎週水曜日）

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内）
☎ 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。

•••••••••••••••••••••••••••••

子育てサロンつくしんぼ

ボランティア募集

楽しいひなまつりを行います。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　３月19日（火）10:00～
◇場所　若草健康センター

つくしんぼでは、4月から子育てサロンを手伝っていただけるボラ
ンティアを年齢問わず募集します。子育て中のお母さんと子どもた
ちと交流を通して一緒に楽しいひと時を過ごしませんか。
問合せ　☎283-3505　名取（夜間のみ）

•••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

しゃきょんの家だより
「ツイッターやフェイスブックって何？」講座開催！
テレビや新聞などで毎日のように目にする言葉だけど、実はよく分からない
という方も多いのではないでしょうか。一緒に体験し、初歩か
ら学んでみませんか。3月20日（水）13:30から開催
対象：小学生から高齢者まで誰でも

◉ 「３月のイベント」 紹介
★ ８日 （金） 13:30「ゆる体操」
★ 14日 （木） 「ゴミに関する出前講座」13:30
★ 25日 （月） 13:00 ～ 16:00「がんの悩み相談」
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

3
月

お気軽に遊びに来てくださいね。

地域福祉に興味のある方ならどなたでも参加できます。 
◇日　時　3 月 23 日 ( 土 )13:00 ～ 16:30（受付 12:30 ～） 
◇会　場　若草生涯学習センター 
◇内　容　基調講演、笑顔でつなぐリレートーク～地域福祉活動事例紹介～
◇問合せ　市福祉総合相談課☎ 282-7250

あったか色の地域ささえ愛セミナー

あなたにとっての生きがいは？健康づくりは？何かしていますか？
この講座はみんなで楽しみながら行う初心者向けの講座です。

◇対  象  者　南アルプス市在住の 65 歳以上の方。
◇申  込  み　申込用紙にご記入のうえ、郵送、FAX、または社協各事

業所窓口で受付けます。
　　　　　　☆１人 2 講座まで申し込み可能
 （①～④から1 講座、⑤、⑥から1 講座）
◇申込期限　３月１日（金）～３月 29 日（金）（厳守）
　　　　　　☆応募者多数の場合は抽選になります。
　　　　　　☆新規申し込み者を優先させていただきます。
◇問  合  せ　地域福祉課☎ 283-4121　ＦＡＸ 283-4167　　　
　※24年度受講されている方も新たに申込みをしてください。
　※詳細は、4月19日（金）頃に申込者全員に郵送で通知いたします。

高齢者の生きがいと健康づくり講座
平成25年度

笑顔がつなぐ！南アルプスの輪

おやつ作りボランティアに参加しませんか？
芦安地区の対象となる高齢者の皆さんに、毎月一回手作りおやつをお届
けしています。一緒に活動してくれる仲間を募集します。詳細等お気軽
にお問い合せください。
◇活  動  日　毎月第二火曜日　9:00 ～11:30（1・2 月は休み）
◇活動場所　芦安コミュニティーセンター　調理室
◇問  合  せ　芦安事業所　☎ 288-2544

朗読の世界を多くの方々に耳を傾けていただき共に楽しいひと時になれ
ばと考えております。みなさまのお越しを心よりお待ちしております。
◇日　　時　３月３日（日）13:30 ～ 15:30
◇場　　所　櫛形生涯学習センター　あやめホール
◇出　　演　櫛形図書館朗読ボランティア「すずの会」
◇特別出演　清水章子　先生
◇内　　容　三谷幸喜・作『清須会議』
　　　　　　佐江衆一・作『花の下にて』（講師朗読）
◇問  合  せ　櫛形図書館☎280-3300

「すずの会朗読発表会」のお知らせ

初心者
向きです！

講座名 開催日時 開催場所 定員
①民踊 第2水曜13：30 ～ 若草生涯学習センター 50人
②絵手紙（旧若草教室）第2水曜13：30 ～ 若草生涯学習センター 25人
③絵手紙（旧櫛形教室）第3月曜13：30 ～ 櫛形福祉会館 25人
④フラダンス 第2月曜13：30 ～ 櫛形福祉会館 30人
⑤カラオケ 第2木曜10：00 ～ 甲西保健福祉センター 30人
⑥健康料理 第2木曜10：00 ～ 甲西保健福祉センター 30人

平成25年度　高齢者の生きがいと健康づくり講座　申し込み用紙
氏名 住所 電話番号 送迎希望

〒

有  ・  無南アルプス市 生年月日　     年  　月  　日
第１希望講座 第２希望講座

切り取り

楽しいイベントや販売が盛りだくさんです。
◇日　時　3月10日（日）10:00 ～ 15:00
◇場　所　櫛形総合体育館
◇内　容　発表・販売・展示・防災・遊び
◇問合せ　市民活動センター　☎282-7325

市民活動フェスタ 2013
ゆったりと朗読の世界を楽しんでみませんか。多くのみなさまのお越し
を心よりお待ちしております。
●「ふれあい処（どころ）」のお知らせ
　◇日　時　３月２日（土）13:30 ～
　◇場　所　甲西農村環境改善センター　2階
　◇出　演　図書館朗読ボランティア「文の会」
　◇内　容　内海隆一郎・作『再会』他
　◇主　催　甲西図書館☎282-7291
●「おたのしみ処（どころ）」のお知らせ
　◇日　時　３月９日（土）19:30 ～
　◇場　所　八田ふれあい情報館　2階会議室
　◇出　演　図書館朗読ボランティア「はなみずきの会」
　◇内　容　深沢七朗・作『おくま嘘歌』他
　◇主　催　八田ふれあい図書館☎285-5010

市立図書館朗読会のお知らせ

みなさまのご参加をお待ちしております。
◇日　時　3月16日（土）13:30 ～ 16:30
◇場　所　櫛形生涯学習センター　あやめホール
◇講　師　野澤和弘　氏（毎日新聞論説委員）

共生社会の地平から ～障害者虐待防止法が私たちに問うもの～
「市民講演会」開催のお知らせ

◇問合せ◇
南アルプス市福祉課

☎282-6197

臨時職員募集 （4月採用予定）
募集人員　介護支援専門員 若干名
　　　　　デイサービス看護師（パート） 若干名
　　　　　慈恵寮支援員 若干名
受　　付　３月  １日（金）～８日（金）
試  験  日　３月13日（水）※募集案内は総務課で配布（ホームページよりダウンロード可）
申込・問合せ　社会福祉協議会　総務課
　　　　　　　〒400-0337 南アルプス市寺部659　☎283-8711
　　　　　　　URL http://www.minami-alpsshakyo.or.jp

※資格取得見込可


