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　大規模災害発生時には、全国から駆けつける多くのボランティアを少しでも早く被災者の困りごと（ニーズ）と結びつける

ことで、被災地の早期復旧や的確な被災者支援が可能になることが明らかになっています。今年２月、山梨で起きた豪雪災害

に立ち上げた社協雪害救援センター（災害ボランティアセンター）の運営、支援、活動には住

民のみなさんのいち早い協力体制が大きな成果を生みました。多くの市民のみなさんに「災

害ボランティアセンター」の存在を知らせることが重要であることを改めて実感しました。

　今後に備え、いざセンター設置という場合においても、地域と連携した円滑な運営

ができることを目的としてこの講座を開催します。災害や防災に少しでも関心のある

方は、ご参加ください。

　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

2,271 点、福祉ポスター 710 点とたくさんの応募がありました。

　審査の結果、次の作品の入賞が決まりました。おめでとうございます。

　入賞者は、1２月７日（日）第 11 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）

【福祉標語の部】

「広げよう　優しい心と　助け合い」
特　選　　　堀口遥名　　　櫛形中　　　　２年
入　選　　　上村龍之祐　　　白根巨摩中　　　2 年 
入　選　　　中込さくら　　　櫛形中　　　　　3 年 
入　選　　　堀内　陽菜　　　甲西中　　　　　2 年 
佳　作　　　早川　奈菜　　　若草中　　　　　2 年 
佳　作　　　笹本みなみ　　　八田中　　　　　3 年 
佳　作　　　杉山　絢音　　　八田小　　　　　6 年 
佳　作　　　塩谷　晃生　　　白根源小　　　　4 年 
佳　作　　　小澤　優羽　　　八田小　　　　　4 年 
佳　作　　　東条　瑠風　　　櫛形中　　　　　3 年

【福祉ポスターの部】

特　選　　　吹野文音　　　櫛形中　　　　3年

入　選　　　沢登　瑞樹　　　若草南小　　　　2 年
入　選　　　石川　紗希　　　若草小　　　　　4 年
入　選　　　大塚　知紗　　　櫛形中　　　　　1 年
佳　作　　　芦澤　純名　　　白根巨摩中　　　3 年
佳　作　　　加茂　壽文　　　白根御勅使中　　2 年
佳　作　　　石原　海琳　　　八田小　　　　　4 年
佳　作　　　シェパード蓮　　小笠原小　　　　4 年
佳　作　　　黒澤まどか　　　櫛形中　　　　　3 年
佳　作　　　塩沢　菜月　　　櫛形中　　　　　2 年

福祉標語・ポスター入賞者　発表福祉標語・ポスター入賞者　発表
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Part28 今月は、 をご紹介します。

　他地区のサロンと交流し、参加者同士が楽しむことで、お互いのサ
ロンを知り、それぞれのサロンが更なる活動につながることを目的に
開催しました。
　甲西地区にある６つのサロンボランティア 14 名が山寺ふれあいサ
ロンあじさいを訪問しました。介護予防体操を行った後に、ほうとう
を振舞っていただき、参加者全員で会食を楽しみました。
　山寺ふれあいサロンあじさいの参加者は「甲西のサロンと一緒に、
とてもにぎやかで楽しかった。」、甲西のサロンボランティアは「違う
サロンにお邪魔することは参考になります。もっと参加者が楽しんで
もらえるサロンを目指していきたい。」とおっしゃっていました。 

サロン同士の交流

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。

　今月は、デイサービスセンターわかくさで日本

舞踊と歌を披露している団体をご紹介します。

　平成 24 年 1 月に自分自身の勉強のためと、利用

しているお年寄りが楽しんでいただくことを目的に始めた日本舞踊と歌。

清水さんが踊り、市川さんが歌を担当。毎月一回デイサービスを訪問する

以外に、地区の敬老会やサロンでも披露しています。

　回を重ねるたびに、見る人を魅了しています。また魅力ある活動のため、

藤田カラオケクラブ、日本舞踊の仲間が加わり、現在では歌は 6 名、日本

舞踊は 3 名に増えました。

　「これからも体の続く限り、見る人も披露する人も楽しい活動にしたい

です。」と清水さんと市川さんは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。

第11回　南アルプス市社会福祉大会　開催回　南アルプス市社会福祉大会　開催第11回　南アルプス市社会福祉大会　開催回　南アルプス市社会福祉大会　開催第11回　南アルプス市社会福祉大会　開催
　本市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・感謝状の贈呈を行

います。同時に結婚５０年を迎えられたご夫婦に金婚祝いの記念品の贈呈を行い、健康長寿をお祝いします。

多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

災害ボランティアセンター設置運営講座　開災害ボランティアセンター設置運営講座　開催！災害ボランティアセンター設置運営講座　開災害ボランティアセンター設置運営講座　開催！災害ボランティアセンター設置運営講座　開催！

【東日本大震災
 災害ボランティア活動の様子】

五緒川津平太　氏

「甲州弁桃太郎」の劇の様子

開催日時・開催場所回数 内　　　　　容

1２月 1９日（金）
19:30～21:00

櫛形生涯学習センター
あやめホール

１月中旬から下旬
9:00～12:00

※予定

講 演 会「東日本大震災、その時、市民はどのように動いたか　
　　　　　　　 ～災害ボランティアセンターと地域との連携～」
講師：宮城県石巻市社会福祉協議会　
　　　　災害復興支援対策課　　課長補佐　阿部由紀　氏

実地訓練　災害ボランティアセンター設置運営訓練
・ボランティア受け入れ、送り出し訓練
・ニーズ発信、対応訓練　等

◇日時・開催場所・内容

◇定　　員　２００名【定員になり次第〆切】　◇申込み方法　電話にてお申し込みください。
問合せ・申込み　地域福祉課 ☎２８３－４１２１

第
１
回

第
２
回

日　　時　　１２月７日（日）13：30～15：30

会　　場　　櫛形生涯学習センター　あやめホール　【小笠原1060－1】

主　　催　　南アルプス市社会福祉協議会

後　　援　　南アルプス市　山梨日日新聞社　山梨放送

内　　容　　●第一部　式典　（13：30～14：20）
表　彰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①南アルプス市社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈
②平成２６年度小・中学校福祉標語・ポスター入賞者表彰

●第二部　公演・講演（14：25～15：30）
公演　 『甲州弁桃太郎』
　　　　ふれあいサロン桃園ボランティアの会
講演　 『甲州弁で地域をつなぐ
　　　　～キャン・ユー・スピーク甲州弁？～』
　　　　講師　五緒川津平太　氏

問 合 せ　　総務課　☎２８３－８７１１
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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。

相談日 時間・会場

１２月３日　１０日

1７日　２４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

◆ボランティア相談開催日◆　相談は無料です。

市民活動センターだより

　市民活動センターでどうぶつ達の世界について楽しく学んだ

後、絵本「てぶくろ」を台本に、英語で劇にチャレンジします。

もちろん英語ができなくても大丈夫です。休み時間には特製“け

もの弁当”でお腹も満足。一緒に参加して楽しいひとときを過ご

しませんか。

◇日　時　1 月 18 日（日）13:00～16:00

◇場　所　市民活動センター（小笠原 572-9）

◇定　員　40人

◇参加費　子供 1000 円（けもの弁当、飲み物、学習備品を含み

　　　　　ます） ＊付き添いの大人の方もけもの弁当もお申込み

　　　　　可能（お弁当代 500 円）

◇主　催　てぶくろプロジェクト実行委員会

◇問合せ　市民活動センター　☎282-7325

お気軽に遊びに来てくださいね。しゃきょんの家だよりしゃきょんの家だよりしゃきょんの家だより

★ ４日（木）12:00　100 円で「年越しそば」（要電話予約）り

★ ５日（金）14:00　俳句教室

★１１日（木）14:00　懐かしの映画館

★１９日（金）・２３日（火）14:00　クリスマス会

★２２日（月）13:00～16:00　がんの悩み相談（要電話予約）

★10・24 日（水）10:00～15:00　囲碁クラブ

　※木、金曜日のイベントには、200 円参加費がかかります。

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

月
「12月のイベント」紹介

「市民活動センターが森になる日 &
今日！僕らはどうぶつになる」

　ボランティア情報誌１１月号にて障子貼りのボランティアさんを募

集したところ３日間にわたり大勢のみなさんに協力していただきまし

た。入所者は部屋が明るくなったととても喜んでいます。本当にあり

がとうございました。

養護老人ホーム　慈恵寮より

朗読と講話 朗読と講話 ～柳原白蓮に触れる～柳原白蓮に触れる～朗読と講話 ～柳原白蓮に触れる～
　シャンブレイでは、「第４回彩り市」、「クリスマスの夕べ」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 7 日（日）9:00～12:00（雨天決行）

◇会　　場　若草生涯学習センター　入口付近

◇出店内容　すし、焼き団子、野菜、花、小物、おでん、焼き鳥、

　　　　　　手作りケーキ、ジャム、プリン等

◇日　　時　12 月 21 日（日）19:30～21:00

◇会　　場　若草生涯学習センター　ホール

◇内　　容　コンドルは飛んでいく、コーヒールンバ他

　　　　　　アンデスの音楽とダンスでお楽しみください。

◇参 加 費　500 円（ケーキ・お茶付）　

◇問 合 せ　若草生涯学習センター　☎283-8311

指定管理者シャンブレイ主催

12

　年末の慌ただしいひととき、音楽と共にすてきな時間を過ごしませ

んか。フェアリーズボイス、どれみふぁクラブ、その仲間たちが心を

込めてあったかい時間をみなさまにお届けします。みなさん、ぜひ遊

びに来てください。

◇日　時　12 月 21 日（日）13:00 ～

◇場　所　櫛形豊働く婦人の家ロビー

◇内　容　１部　クリスマス手作り教室

　　　　　２部　クリスマスコンサート & ティータイム

◇問合せ　☎090-1803-4517（山本）

　１１月１５日（土）に行われました「甲西ふるさとまつり」にて赤

い羽根共同募金の街頭募金を呼びかけたところ会場のみなさまより 6,700

円のご協力をいただきました。ありがとうございました。

甲西ふるさとまつり実行委員会より

ちいさなちいさなクリスマス★ピアノコンサート

　お忙しい毎日、落ち着いて読書ができていますか。大好評だった「花

子とアン」の花子の腹心の友、葉山蓮子のモデル『柳原白蓮』を取り

上げ、朗読と講話を行います。みなさま、お誘いの上ご参加ください。

◇日　時　12月13日（土）13:30～16:00

◇会　場　南アルプス市健康福祉センター（かがやきセンター 2 階）

◇内　容　①朗読　「白蓮れんれん」より最終章

　　　　　②講話　「春仙と白蓮の交流」　講師　長沼弘雄 氏

　　　　　③話し合い

◇問合せ　☎080-1091-8841（やまびこの会 代表　名取）

　デイサービスゆうかりで使用している清拭布が不足している状態と
なっております。清拭布とは、タオル類など柔らかい繊維の物で、身
体清拭時に使用する布です。
　ご家庭で使わなくなったタオル（バスタオル、ハンドタオル）等あ
りましたら、デイサービスゆうかりに寄付をお願いします。
問合せ　デイサービスゆうかり　☎285－7730

清拭布はありませんか清拭布はありませんか？

　たくさんのご応募ありがとうございました。正解者の中から抽選で１０名

様に記念品をお送りいたします。

当選者の発表は、記念品の発送をもって代えさせていただきます。

●時計の時間

●腹話術人形の目玉の向きが違う

●紙芝居の中の男が持っているもの

●黒板下のネコ

●希望君の髪の毛の本数　

●右手前の男の子の鼻水　

●愛ちゃんの口

まちがい探しの答え赤い羽根共同募金

臨時職員募集
常勤臨時職員　介護福祉士または社会福祉士（精神保健福祉士あればな

　　　　　　お可）　若干名　※平成27年３月取得見込み者も可

待　　　遇　社会保険加入・有給休暇・賞与あり

提 出 書 類　①履歴書（写真添付）　②資格証　持参または郵送

　　　　　　※募集要項や提出書類は総務課で配布（ホームページからダウンロード可）

応 募 期 間　平成26年12月１日（月）～ 12月11日（木）

面接予定日　追ってご連絡します。

採　用　日　平成27年４月１日

問合せ・書類提出先

　　　南アルプス市寺部 659　南アルプス市社会福祉協議会総務課　☎283-8711

　　　URL　http://www.minami-alpsshakyo.or.jp

Vol.2 開催のお知ら開催のお知らせ

朗読会「やすらぎ亭」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。みなさまのお越し

をこころよりお待ちしております。

◇日　時　1２月６日（土）13:30 から

◇場　所　若草生涯学習センター　第 2 会議室

◇出　演　録音朗読ボランティア「はなしんぼ」

◇内　容　杉　みき子　作　『夜の果物屋』

　　　　　内海隆一郎　作　『むかしのこと』

　　　　　沢木耕太郎　作　『クリスマス・プレゼント』他　

◇問合せ　南アルプス市立わかくさ図書館　☎283-1501

第４回『彩り市』が開催！

『クリスマスの夕べ』開催！

いろど

抽選会も
あります。

入場無料


