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Facebook でつながろう
南アルプス市社会福祉協議会フェイスブックで
最新の活動内容などがご覧になれます。

心の心の

南アルプス市社協 検索

南アルプス市社協 ボランティアじょうほう

福祉団体等への助成事業

1団体年1回のみ申請

三世代ふれあいまつりの様子

応募要件

お気軽にご相談ください

令和3年度赤い羽根共同募金のご報告

たくさんの善意を

ありがとうございました。

　令和3年10月から始まった募金運動には、市民の皆さま
から多大なるご寄付をいただきありがとうございました。
「じぶんの町を良くするしくみ」をテーマに、皆さまから
お寄せいただいた御浄財は、市内の福祉活動推進のため、
また、災害支援にも活用させていただきます。

金額（単位：円）

9，241，049
42，641
959，059
718，934
88，600
167，753
11，051

11，229，087

募 金 種 別
家 庭 募 金
街 頭 募 金
大 口 募 金
職 域 募 金
地 域 募 金
特 殊 募 金
自動販売機募金
合 計

今月の輝いている人

　社協では、毎年ご寄付いただく多くの食品を、生活支援の一貫で希望される方々へ年末に配布しています。今
年度の詰め合わせの中に入っていたお米の一部は、若草地区のHさんからいただきました。
　Hさんは、介護支援ボランティアとして高齢者のご自宅に出向き、話し相手をする活動を5年継続しています。

毎月1回、社協で行われるボランティアの定例会で会議室に置かれてあった寄
付の食品や米袋を目にし、「食品を受け付けているなら、家にあるお米を必要な
方に差し上げてほしい」と申し出てくださり、後日20ｋｇのお米を社協に届けて
くれました。その折に、「余っているお米を役立てることができて良かった」とご
夫婦で話されたことを教えてくれました。
　やさしさの支援となったHさんの「気づき」が「誰かのために」につながった
素敵な行動力。大切な事だと気づくと同時に見習いたいと思いました。

　八田ふれあいの会では、昨年の7月から国土交通省の国道周辺美化活動“ボランティアサポートプログラム”
に参加し、毎月第3日曜日の午前中に、国道52号線（甲西バイパス）の野牛島にある花壇の整備と国道沿いのご
み拾いを行っています。回収するごみには、空き缶、ペットボトル、弁当の空パック、タバコの吸い殻が目立ち、加
えてコロナ禍による使用済みマスクの多さも社会情勢を反映していると感じます。活動には、市役所より指定ご
み袋の提供や、北部資源回収センター職員の理解と協力を頂いており、継続
の力になっています。
　八田ふれあいの会では、今後ごみ拾いの範囲を広げ、より良い環境づくり
の推進を考えています。散歩を兼ねた健康づくりと環境美化の一石二鳥を目
指した活動に参加してみませんか。メンバーとの交流や地域の再発見が出来
る楽しさもあります。お気軽にお問合せください。（金丸清人）

「気づき」から「支援」へ

2月の活動時に回収したごみ●問合せ先：八田ふれあいの会　☎055-285-4956（金丸）

こんな活動を応援します！

ち ぼらょちょ

児童、青少年の地域福祉活動を
推進する活動

住民が主体的に組織する団体で
地域福祉の推進を目的に実施する活動

住民の福祉課題を解決するための
活動（協議体含む）

障がい児・者の福祉啓発、
地域住民との交流を目的とした活動

※活動終了後に報告書を提出
　今年度に実施する単発事業（イベント、催し等）に限る

予算には限りがありますので助成を受けたい地区や団体は、
お早めの申請を！
内容によっては助成を受けられない場合もあります。
まずは社協にお問合せください。

手をつなごう手をつなごう手をつなごう

「社協だより vol.37」（令和 4年 2月 20日発行）に次の誤りがありました。
関係者のみなさまに謹んでお詫び申し上げ、右記の通り訂正いたします。

「社協だよりvol.37」お詫びと訂正
・６ページ　下段中央
誤　荻原 梨央　さん
正　荻原 莉央　さん

　市内で活躍する福祉団体及び地域福祉事業を開催
する住民自主団体に助成金を交付し、地域活性化を支
援します。昨年度は、10団体に対し支援しました。

所定の申請書にご記入の上、ご提出ください

令和4年5月1日～令和5年2月28日

地域福祉課 ☎055-283-4121 

申 込 み

申込期間

問 合 せ

※

　先月の横山さんからご紹介いただいた「今月の輝いている人」は、NPO法人bondplace理事であり、
市と協同して市内の子どもや若者たちと関わっている田邉献さんのご紹介です。

今月から、より身近なところで行っている活動を、
地区の方の記事でご紹介していきます！
今月から、より身近なところで行っている活動を、
地区の方の記事でご紹介していきます！

家庭で子育てに困り、地域での支え合いも減る中で、しんどさを抱える子どもたちがいます。
　彼らひとりひとりがより良く暮らせること、地域に活躍の場が得られること、２つの目標
を達成するために、日々動いています。
子どもたちとの関係は、ひとりひとりの興味に合わせた遊びや話し相手から始まります。
　市内の小学生から高校生世代までの子どもたちと、地域の居場所での活動や自宅への
訪問など、様々な機会を活用しています。
　そんな中で出会った彼らの思いと地域がつながることを目指し、イベントを主催したり、
地域の支え合い活動に参加したり……新たな担い手と出会えるチャンスを探しています。
　子どもの興味や夢、希望はひとりひとりそれぞれで、それらが花開くための機会も限りな
く必要です。ご関心がある方とつながることが出来れば嬉しいです。

　十五所にある法源寺を居場所として活用したことが縁で、先月号の横山住職とつな
がったそうです。同じ志を持った人たちと語り合うことも楽しいと話してくれました。



イースター
コンサート
春の集会への
ご案内

感染症の拡大状況により、イベントの中止や延期となる場合があります。対応や詳細は各団体へお問合せください。お問合せの際には、連絡先を確認し、お間違えの無いようお願いします。

やまびこの会（猪狩） ☎090-1114-2870
地域包括支援センター ☎055-282-7339
北部地域包括支援センター ☎055-288-1440

毎月第 2、4の水曜日（変更の場合あり）
13：30 ～ 15：30
社協本所 2階（鏡中條 1642-2）
若干の負担あり
☎055-283-2547（日野谷）

やまびこの会

　心のいきやりしませんか。認知症の方やご家族の参加をお待ちして
います。介護経験のあるスタッフとゆったり楽しく過ごしましょう。
レクリエーションなどもしています。地域の方もお気軽にご参加ください。

日ごとに春らしくなってきました。
みんなでピアノやフルートの音色を楽しみましょう！

ふくしの専門相談員（CSW）が毎月各地区に出張し、相談に応じます。
相談無料。秘密厳守！お気軽にご相談ください。

こぶしの会では、研修会および総会を開催します。
研修会はどなたでも参加可能です。

「ひきこもり」について、一緒に考えてみませんか？
●日時
●場所
●内容

4月7日（木）13：30 ～（受付 13：00）
市民活動センター（小笠原 572-9）

●問合せ　こぶしの会　☎055-282-9670（中込）

4月20日（水）13：30～15：30
社会福祉協議会本所（鏡中條1642-2）成年後見センター
☎055-283-8722 FAX055-283-4167

福祉サービス総合補償

基本補償（ケガの補償、賠償責任の補償）
　活動日数×17円～/1人（年間）
オプション（感染症の補償）
　活動日数×1円/1人（年間）
※オプションは、基本補償とセットでのご加入となります。
社協の窓口にて、加入手続きを行ってください。
社協本所地域福祉課（鏡中條1642-2）☎055-283-4121
白根げんき館（在家塚1156-1）☎055-284-0828

印鑑、保険料

4月20日（水）

新型コロナウイルス感染症対策として、来所時には消毒、マスクの着用、
体温チェック（検温）、連絡先等記入のご協力をお願いいたします。
コロナウイルス感染状況（山梨県臨時特別協力要請等）により中止させて
いただくこともあります。

「オレンジカフェやまびこ」

① 4月13日（水）　10：00～12：00　櫛形社会福祉会館（小笠原471-8）
② 4月27日（水）　10：00～12：00　甲西保健福祉センター（古市場323）

ふくし相談支援センター　☎055-284-7830

1）研修会13：30 ～14：30
「ひきこもりについて」　講師：ふくし相談支援センター職員

2）総会14：40 ～15：40
 ※感染症予防対策にご協力をお願いします。
 ※スリッパ等の履物はご持参ください。

成年後見制度相談会（予約優先）

　成年後見制度は、さまざまな理由により判断能力が不十分な人の権利
や財産を護り、支援するためのものです。
　制度のことや裁判所への申立て方法を知りたい、親族後見人としての不
安や困っていることなど、お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。

日　時
場　所
問合せ

但し、締切りの20日以前に活動を予定している方は、
活動日の2日前までの手続きをお願いします。

《生きがいと健康づくり》民謡教室 生徒募集

より
認知症カフェ

問合せ

●日　時　4月20日 (水 )13：30 ～ 15：00
●場　所　白根げんき館（在家塚 1156－1）
●参加費　100円

※認知症の個別相談も受けています。お気軽にご連絡ください。
※感染症予防のため窓を開けていますので、服装で温度調節をお願いいたします。

出 張
相談会開催

ふ く し

令和4年度「こぶしの会」研修会・総会開催のお知らせ

地域交流拠点
しゃきょんの家だより 月の予定

しゃきょんの
家下町 4

イベントは参加無料です。
地域交流拠点スペースを無料で貸し出しています。
会議、打合せ、待合せ等ご利用ください。

下宮地 521-3　☎055-282-0821
コミュニティバス「峡西病院東」前　駐車場あります

住　所

保険名

内　容

持ち物

締切り

手続き

楽しく踊って人の輪（和）をつくりましょう！

●開催日
●時　間
●場　所
●参加費
●連絡先

私たちが一緒に問題解決に取り組みます。

サロンレインボー
☎090-6190-5265（宮川）

4月 16日（土）14：00～ 15：30

南アルプスグローバルチャーチ
（小笠原 434-1）小笠原純福音協会

無料
ピアノとフルートのコンサート、お話

日 時

場 所

参加費
内 容

問合せ

南アルプス市シニアクラブ連合会よりお知らせ

日時・場所

問合せ

　南アルプス市老人クラブ連合会として長年活動を続けてきましたが、
新たに名称を変更し、南アルプス市シニアクラブ連合会として活動を行っ
ていくことになりました。
　おおむね65歳からの入会を募っていますが、64歳以下の方も大歓迎！
まだまだ老人とは呼ばせません！一緒に活動を楽しみながら、いつまで
も若々しく生活していきましょう。

南アルプス市シニアクラブ連合会事務局 ☎ 055-283-4121（地域福祉課）問合せ

　手話サークル「リボンの木」では、講師をろう者の方たちに
お願いし、アットホームな会として活動を行っています。
　手話にご興味のある方、是非お問合せください。

有償のボランティア活動に対し、補償適応となる保険の加入をおすすめしています。

有償のボランティア
活動をされる方へ 保険の加入はお済みですか？

●13日・27日（水） 10：00 ～ 囲碁クラブ
●15日（金） 14：00 ～ 舞の会（舞踊訪問）
●20日（水） 14：00 ～ クラフトアート（春のお花）
●22日（金） 14：00 ～ ゆる体操
●30日（土） 14：00 ～ 懐かしの映画会

★活動日　毎月第１、3木曜日
★時　間　19：30～21：00
★場　所　若草生涯学習センター（寺部725-1）
★問合せ　☎055-284-4395（小林）

一緒に活動しませんか？

清拭布のご寄付のお願い

特別養護老人ホーム花菱荘（田島 1108）
☎055-280-1300（担当：大塚、入倉）

　施設での清拭に使用する古タオルや衣類を募集しています。ご家庭で
使わなくなったものをご寄付いただけませんか？持込みでお願いしてお
りますが、不可の場合は各施設にお問合せください。受付は随時行って
おりますのでご協力をお願いします。

特別養護老人ホーム櫛形荘（上宮地 1408）
☎055-284-0020（担当：齋藤、五味）

■事業所名
■連 絡 先

■事業所名
■連 絡 先


