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南アルプス市社協ボランティアじょうほう

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。

サンロ 自慢コーナー
Part15 寺部ふれあいサロンを

紹介します

旧若草町時代より月2回開催しています。歌やおしゃべり、ゲームを参加者全
員で楽しんで行っています。また年2回の一日行楽も楽しみの一つです。参加者
は毎回約20名程度で、人と話す事、会う事、外へ出かける事、閉じこもりになら
ない事などみなさん目的を持って参加しています。
「今の参加者にはこれからも楽しく生きがいを持って参加していただき、さらに男性の方も参加できるように
したい。」と、代表の荻野さんはおっしゃっています。

「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。

お二人は、篠笛の音色に魅せられたことがきっかけで昨年よりボランティア活動
をはじめられました。現在週一度の練習を行い、各福祉施設を訪問し、篠笛の華麗
な音色を多くの方へ届けています。「篠笛を聞かせるのではなく、聴いてもらうため
に訪問しています。音色も段々と良くなってきています。音色を聴き反応があるとう
れしく思います。これからは仲間を増やし、更なる活動ができるようにしていきたい
です。」とおっしゃっていました。

今月は福祉施設にてボランティアで篠笛を披露している
白根地区の杉下馨さん、秋山美枝さんを紹介します。

今年度のちっくいまつりは、一味違います。地域住民が中心となり実行委員会を立ち上げ、企画段階からみんなで
何回も話し合いを重ね、住民手作りのおまつりを開催します。みなさまの参加をお待ちしております。

模　擬　店（やきそば、綿菓子、豚汁、お餅他）
遊びの広場（風車作り、昔の遊び他）
発表の広場（太鼓、民踊、紙芝居、チアダンス他）

今年も社会福祉関係者が一堂に会し、社会福祉の発展に功績のあった個人・団体の表彰を行い、感謝状を
贈呈します。第2部では、南アルプス桃源座の公演があります。多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

内容　第１部【式典】午後１：３０～２：２０
　　　　　　南アルプス市社会福祉功労者団体表彰
　　　　　　平成25年度小中学校福祉標語・ポスター入賞者表彰
　　　　　　金婚祝記念品贈呈
　　　第２部【公演】午後2：30～3：30
　　　　　　「夢老い、夢追い」　劇団　南アルプス桃源座　　※整理券の配布はありません。

新たに生まれ変わったちっくいまつりでは、食べ物コー
ナー、販売コーナー、イベントコーナーなど、どのコー
ナーも盛りだくさんです。

日時　11月9日（土）10:00～13:00 
会場　豊働く婦人の家、ＪＡこまの豊共選場 
　　　　（雨天決行）

＊障がい児・者就労Ａ型通所事業所AED整備事業
＊ふれあいいきいきサロン事業
＊福祉標語・ポスター事業
＊ボランティア団体育成事業
＊みんなで地域を良くする事業
＊福祉運動会開催事業
＊地域における防災・減災のまちづくり事業
＊ボランティアだより・社協だより発行事業
＊地域交流拠点整備事業
＊障がい児・者交流事業

今年も第67回赤い羽根共同募金運動が、全国一斉に始まりました。『誰かのためにと思って募金をしたら、じぶん
たちの町のための募金でもありました。』町のみんなで集めた募金は、じぶんの町を良くする活動に使われています。
10月1日から12月31日まで活動を展開しておりますので、みなさまの善意をよろしくお願いします。

市内の小中学生を対象として、福祉標語・ポスターの募集をしたところ、福祉標語1,902点、
ポスター352点の応募があり、審査会で次の作品の入賞が決まりました。おめでとうございま
す。入選者は、11月24日（日）第10回南アルプス市社会福祉大会で表彰いたします。
� （順不同・敬称略）

赤い羽根共同募金運動が始まりました！！

共同募金は身近なところで役立てられています

★毎年恒例の愛
あい
ちゃん＆希

きぼう
望くんの「まちがいさがし」は、裏面に掲載しています。ふるってご応募ください。

【福祉標語の部】 【ポスターの部】

特選 特選内藤　美夕　甲西中１年
「助け合い  素敵な笑顔の  花が咲く」 新津　輝士　小笠原小 4 年

入選 折　居　彩　花 若草中 1年
入選 笠　井　稜　平 小笠原小 4年
入選 保　坂　紅　葉 豊小 4年
佳作 田　中　香奈女 八田小 6年
佳作 広　瀬　柚　樹 若草小 4年
佳作 佐　野　百　香 若草南小 4年
佳作 土　屋　ゆ　い 小笠原小 4年
佳作 松　木　　　愛 小笠原小 4年
佳作 志　村　琴　音 小笠原小 4年

入選 石　川　紗　希 若草小 ３年
入選 坂　本　人　和 若草南小 ２年
入選 佐　藤　佳　歩 櫛形中 １年
佳作 樋　口　　　武 小笠原小 ４年
佳作 齊　藤　凪　沙 櫛形中 １年
佳作 河　野　弘　武 櫛形中 １年
佳作 三　木　直　美 若草小 ５年
佳作 竹　川　　　穂 若草南小 ２年
佳作 長　澤　舞　美 櫛形中 １年

10月 6日ザ・ビッグ櫛形店入り口にて
白根巨摩中学校生の原ちなみさん、望月
春佳さん、ともろうらんど利用者・職員
のみなさんによる街頭募金活動の様子

サロン活動の様子

～　募金は、あなたの町を良くするために使われます。～

福祉標語・ポスター入賞者発表

開催地域住民がつくる「ちっくいまつり」in 櫛形＆ 若草

第10回南アルプス市社会福祉大会を開催します

櫛形
地区

若草
地区
チアダンス、紙芝居など発表団体を増やし、また、煙体
験、スーパーボールすくいなど「遊び・体験広場」が充実
しています。

日時　11月10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）

日時　11月24日（日）　午後1：30 ～3：30
場所　南アルプス市櫛形生涯学習センター　あやめホール

主な
内容

福祉標語・ポスター入賞者発表



◆結婚相談開催日◆　相談は無料です。
相談日 時間・会場

11月�1日（金） ��９：００～１５：００
１８：３０～２０：３０
櫛形社会福祉会館
☎�283-122512月�1日（日）

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。12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

11月6日、13日、
20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。

しゃきょんの家だより
◉ 「11月のイベント」 紹介
★	 1日	（金）	13:30ゆる体操
★	14日	（木）	13:30懐かし映画館「街の灯」
★	21日	（木）	13:30俳句教室
★	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

11
月

お気軽に遊びに
来てくださいね。

◇日　時　11月24日（日）13:30～17:30
◇場　所　櫛形生涯学習センター　ブライダルホール魚覚
◇対象者　昭和38年1月1日～昭和38年12月31日までにご結婚され

た方
◇申込先　社会福祉協議会本所、各事業所に用意してある申込書でお

申込みください。
◇締切り　11月12日（火）
　　　　　※申込者には、後日詳しい予定等をご連絡します。
　　　　　※市広報11月号でもお知らせしています。
◇問合せ　地域福祉課　☎283-4121

金婚を祝う会参加者募集

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　８:３０～17:15　週1日～2日（シフト表による）
資　　格　准看護師または看護師
時　　給　1,500円
提出書類　①履歴書　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　11月１日（金）～11月8日（金）
面  接  日　11月13日（水）
問合せ・書類提出先

〒400-0337　南アルプス市寺部659　総務課　☎283-8711
http://www.minami-alpsshakyo.or.jp/

デイサービスゆうかりパート看護師募集

平成25年10月、貸出用の福祉車輌を新
しく購入いたしました。この購入費は地域
の方々からいただきました寄付金を充てて
います。
南アルプス市在住で車いす生活の方（高
齢者・身体障がい者等）等に貸し出しを行
い、外出のサポートを支援しています。
利用料は無料ですが、燃料費は利用者負
担になります。利用範囲は山梨県内です。原則5日前に予約・申請をし
ていただきます。
社会福祉協議会は、これからも地域福祉推進に力を入れていきます。
◇問合せ　地域福祉課　☎283-4121

新・福祉車輌1台を購入いたしました！

下の 2枚の絵の中には 5 つの間違いがあります。間違いを見つけた方
は官製はがきに①こたえ　②住所　③氏名　④年齢　⑤電話番号　⑥「手
をつなごう」のご感想をご記入の上、宛て先　〶 400-0337　南アルプ
ス市寺部 659南アルプス市社会福祉協議会クイズ係りへお送りください。
正解者の中から抽選で 10名様に記念品をお送りします。
〆切は 11月 29日（金）です。○もんだい　（まちがい 5つ）

愛
あい

ちゃん＆希
きぼう

望くん まちがいさがし（赤い羽根共同募金）

若草窓口サービスセンター東の市道沿いの花壇にビオラを
植えます。ご協力いただけるボランティアを募集します。
◇日　　時　11月8日（金）9:00～
◇集合場所　若草窓口サービスセンター玄関前
◇持  ち  物　スコップまたはカンナ、軍手、タオル、飲み物
◇申込み・問合せ　地域福祉課　☎283-4121

一緒に花植えのボランティア活動をしませんか

シャンブレイでは、第2回「彩り市」を開催します。多くの方々の
ご参加をお待ちしております。
◇日　　時　12月1日（日）9:30～12:00（雨天決行）
◇会　　場　若草生涯学習センター　入口付近
◇出店内容　野菜、花、クッキー、もち米、手芸品など
出店者募集！
出店ご希望の方は、出店料1,000円になります。団体または個人で

も参加可能です。下記までご連絡ください。申込みは、11月8日（金）
〆切です。
◇問合せ　若草生涯学習センター　☎283-8311

第２回『彩（いろど）り市』を開催！
指定管理者シャンブレイ主催

※木・金のイベント
には参加料200
円が必要です。

南アルプス市社協では、奇数月の30日に市内にてごみ拾い
を行います。参加を希望する方は、下記までご連絡ください。
◇日　時　11月30日（土）10:00 ～ 11:30
◇場　所　福祉施設近辺（今月は、若草健康センター周辺）
　　　　　※若草健康センターに集合してください。
◇内　容　ごみ拾い
◇持ち物　軍手、タオル、飲み物
◇問合せ・申込み　地域福祉課　☎283-4121

ごみ拾いボランティア募集今年７月28日に起きた「山口県・島根県大雨災害」に対して、み
なさまからの善意３９，０００円を頂きました。この義援金は中央共
同募金会を通して被災者に届けられます。ありがとうございました。
◇問合せ　地域福祉課　☎283-4121
　　　　　（共同募金会南アルプス市支会事務局）

災害義援金
報告

『みなさまの善意
本当にありがとうございました。』

地域で活動しているさまざまな団体の中に
時々「ＮＰＯ」の団体がありますがどんな団体か
ご存知でしょうか。ＮＰＯは、Ｎon　Ｐrofit　
Ｏrganizationの略で、継続的、自発的に社会貢献
活動を行い、営利を目的としない団体の総称です。
また、特定非営利活動促進法に基づき、法人格を
もったＮＰＯが、ＮＰＯ法人です。団体名義で契約
を締結することができたり、土地の登記などができます。
現在、南アルプス市内でも37のＮＰＯ法人が設立認証を受け、さ
まざまな活動を行っており、新たな公益活動の担い手としての期待が
高まっています。少しでもＮＰＯに興味がありましたら市民活動セン
ター☎282-7325までご連絡ください。

ご存知ですか？ＮＰＯを市民活動センターだより

11月のサロンは、みんなで『ちっくいまつり	in	若草』に参加しま
しょう。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　11月10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）
◇内　容　詳しくは、表面をご確認ください。
◇問合せ　☎283-3505　名取（夜間のみ）

子育てサロンつくしんぼ


