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南アルプス市社協ボランティアじょうほう

　毎年恒例となっているボランティア交流会を、今年度は下記日時で開催します！ 現在、ボランティア有志による準
備委員会にて内容を検討中です。詳細は９月の「手をつなごう」にてお知らせしますので、楽しみにお待ちください♪

　▪日時：９月14日（土）　13：30～16：30頃
　▪場所：若草生涯学習センター（寺部725-1）

　　　　　　　　　　　　　　　 ▪〆切：８月９日（金）

　認知症高齢者の増加に伴い、成年後見制度を利用する方は今後増えると予想さ
れています。今回、成年後見制度や各サービスを学び知識を深め、認知症高齢者、
知的・精神障害の方々に対しての権利擁護を目的とした「サポーター（生活支援員）
養成講座」を開催します。判断能力が低下しても、安心して暮らせる地域づくり
を一緒に行っていきませんか？ お気軽にご参加ください。

■開催日時
　　第１回　８月20日（火）13：30～　成年後見制度概論
　　第２回　８月27日（火）13：30～　家庭裁判所の役割、成年後見関係諸制度
　　第３回　９月３日（火）10：00～　民法の基礎、市民後見概論、南アルプス市の現状
　　第４回　９月10日（火）10：00～　対人援助、認知症と知的・精神障がいの特性、消費者被害
　　第５回　９月17日（火）13：30～　日常生活自立支援事業、ボランティアによる生活支援
■会　場：社会福祉協議会本所（鏡中條1642-2）　
■〆　切：８月16日（金）
■申込先：成年後見センター　☎283-8722　 FAX 283-4167

【ボランティア交流会】

【活動発表・ブース展示申込書】

▪申込先：社協本所（鏡中條1642-2）　白根げんき館（在家塚1156-1）　地域福祉課  ☎283-4121　FAX 283-4167
▪E-mail：info@minami-alpsshakyo.or.jp
　　　(メールの場合は件名に「交流会」とご入力ください。また、上記内容と同様の入力をお願いします)
※申込みいただいた団体・個人には当日の流れ、発表の時間、設置場所、準備に関して後日お集まりいただく
予定です。ご理解とご協力をお願いいたします。

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。

　寺部地区の民生委員の皆さんが中心となり、寺部ふれあいセンターで月に
２回、第２、第４月曜日に実施しています。
　約20年前の発足当初からの利用者もおり、地域の大切な居場所として民生
委員さんが代々受け継ぎながらサロンを開催しています。「これからも引き継
ぎながらサロンを継続していきたい」と想いを語ってくれました。
　取材日には、武田節や寺部行進曲に合わせて体を動かしたり、間違い探しやクロスワードなどに皆さん

一生懸命取り組み、終わった後はお茶を飲みながら会話を楽しんでいました。
参加者の皆さんからは「若い人たちにこういう集まれる場所を作ってもらえて、
ここに来れば話をすることができて楽しい」、「寺部に越してきて周りは知らない
人ばかりだったけれど、このサロンに参加して、寺部のことを知ることができた」
といった声を聞くことができました。

『寺部ふれあいサロン』をご紹介します。Part75

第15回 ボランティア交流会　開催決定！
… 交流会当日、活動の報告やパネル展示をしてくださる団体・個人を募集します …

【昨年度の交流会の様子】

★ボランティアに興味がある方からの「こんな内容だったら参加したい！」等のリクエスト・ご意見もお待
　ちしております。お気軽にご連絡ください。

団体名、個人名 連絡先（できれば携帯）

住 所 当日ブースに常駐して
いただける方のお名前

内 容

〇を付けて下さい（複数でも可）
　・活動報告の写真展示（パネル使用）　　・活動発表（報告、演奏など）　　・体験コーナー

その他詳細をお書きください。

必 要 物 品
※個数も記入

パネル（180cm×120cm）縦横使用可
　　　　　　　　　　　 個数（　　　　）
テーブル（３人掛け）　　 個数（　　　　）
イス　　　　　　　　　 個数（　　　　）

その他
（要望や協力してい
ただけることなど）

令和元年度成年後見市民講座を開催します

　今、南アルプス市で大災害が起きたら？
　自然災害は「近年、頻繁に大規模で発生している。」また「いつ、どこで、どのように起きるか予測で
きない。」のが現実です。災害が起きてからでは遅くないですか？ 今できることがありませんか？ 
　今年度、南アルプス市社会福祉協議会では「災害ボランティアセンター」「災害ボランティアセンター

サテライト」「福祉避難所」の三つを合同で経験する設置運営訓練を予定して
います。
　今回は実際に平成28年熊本地震にて災害ボランティアセンターと福祉避難所
運営を経験した、熊本県西原村社会福祉協議会の方を講師に招いて防災学習会
を行います。
　平常時から意識を持つことが重要です！ 今回の学習会をはじめの一歩としま
せんか？

　•日　時 … ８月29日（木）　19：00～21：00
　•場　所 … 南アルプス市地域防災交流センター（十五所1014）
　•講　師 … 熊本県西原村社会福祉協議会　職員
　•〆　切 … ８月23日（金）
　•申込先 … 地域福祉課　☎283-4121　FAX 283-4167

『福祉避難所』とは ～経験者から学ぶこと～

【平成28年 熊本県西原村】

【西原村 福祉避難所入り口】



申込先：NPO法人あんふぁんねっと　☎269-7568

◎それぞれお問合せの際には電話番号をご確認の上、お間違いのないようにお願いします。

 ◉ 「８月の主なイベント」 紹介

★６日（火）14：00～ 　歌のボランティアさん
★8日（木）～10日（土）14：00～ 　夏祭り
★14日・28日（水）10：00～ 　囲碁クラブ
★19日（月）14：00～ 　信玄ロック
★23日（金）14：00～ 　朗読会
★29日（木）14：00～ 　カラオケで歌おう
★30日（金）14：00～ 　ゆる体操
★31日（土）14：00～ 　懐かし映画会
イベントは参加無料です。皆さんのお越しをお待ちしています。
地域交流拠点スペースを無料で貸し出しています。
コミュニティバス「峡西病院東」前。駐車場あります。
　住所：下宮地521-3　☎282-0821

8
月

しゃきょんの家だより

出張ふくし相談会開催
「私たちが一緒に問題解決に取り組みます。」

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。
＊日　時 … ①８月７日（水）　10：00～12：00
 　　　　 　②８月28日（水）　10：00～12：00
＊場　所 … ①飯野新田営農センター（飯野新田972）
 　　　　 　②八田児童館（榎原794-16）
＊問合せ … ふくし相談支援センター　☎284-7830
　※毎月第１水曜日に社協本所、第３水曜日に白根げんき館にて
　　13：00～15：00に相談会を行っています。

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊
子どもを持ち上げたり、肩車をしたり、一緒に動いたりとパパ
のパワーを最大限に活かしたリトミックを楽しみませんか？
◆日 時 … ８月25日（日）10：30～11：30
◆場 所 … あんふぁんワールド（百々3013-1）
◆対 象 … 一人で歩けるお子さんから未就学児
◆講 師 … 鶴田香予子 氏　　　◆参加費 … １組 1,000円
◆定 員 … 父子15組　　＊ママは２階のティールームでお茶会
　　　　　 　　　　　　　をお楽しみ下さい（希望者のみ）

万が一の時に、慌てずに自分で出来る行動、応急処置を身に
付けておきましょう。
◆日 時 … ８月28日（水）10：30～12：00
◆場 所 … あんふぁんワールド（百々3013-1）
◆対 象 … 乳幼児の保護者
◆講 師 … 南アルプス市消防署
◆定 員 … 親子15組第66回 中央図書館 朗読会「いきやりどころ」のお知らせ

第19回朗読会「きずな亭」のお知らせ

•日　時：８月17日（土）19：30～
•場　所：櫛形生涯学習センター（小笠原1060-1）　２階  研修室  
•出　演：中央図書館朗読ボランティア「すずの会」
•朗読作品：
　❖早乙女勝元（作）『ゆびきり』より「火の夜」
　❖田辺　聖子（作）『新源氏物語』より「眠られぬ夏の夜の空蟬の巻」
　❖荻原　　浩（作）「海の見える理髪店」

•日　時：８月24日（土）13：30～
•場　所：白根生涯学習センター（飯野2804-1）  
•出　演：図書館朗読ボランティア「あめんぼの会」
•朗読作品：
　❖山本周五郎（作）　「蕗問答」
　❖五木　寛之（作）　「パイプくわえて口笛吹けば」　
　❖宮下　奈都（作）　「なつかしいひと」　　　　　　他

主催・問合せ：南アルプス市立図書館　☎280-3300

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。

市立図書館朗読会のおさそい

認知症カフェ「オレンジカフェやまびこ」
  おいしいスイーツでカフェタイム！ どなたでも参加できます。

●日時…８月21日(水)  13：30～15：30 　●参加費 … 200円
●場所…白根げんき館（在家塚1156-1）
●内容…やまびこのお楽しみレクリエーション
　　※当日参加OKです。個別相談もしています。
☆問合せ：やまびこの会(猪狩)　　　　☎090-1114-2870
　　　　　南アルプス市介護福祉課　  ☎282-7339

▶職　　種：事務職員
▶勤務場所：社会福祉協議会本所（鏡中條1642-2)
▶任用期間：令和元年10月中旬から令和３年３月31日
▶勤務時間：９時から16時（社会保険加入、通勤手当支給）
▶時　　給： 850円　　▶募集期間：８月１日（木）～８月16日（金）
詳しくは、当会HPまたは総務課までお問合せください ▶☎283-8711

パート職員募集（産休・育休職員代替）

資格をお持ちの方、このお仕事を検討している方、まずは気軽に相
談においでください。お電話でも受け付けています。
◆日　時：８月14日（水）　9：00～18：00
◆場　所：社協本所（鏡中條1642-2）
◆対象者：ケアマネジャーは介護支援専門員の更新登録をしている方
　　　　　訪問介護（ホームヘルパー）はヘルパー２級以上の資格をお持ちの方
　　　　　 （資格はないけれど関心のある方の相談も受付中）
◆問合せ：居宅支援課　☎283-6608・訪問介護課　☎283-6688

（お問い合わせは平日のみ、8：30～17：15となります）

南アルプス市社会福祉協議会　居宅支援課・訪問介護課より

「ケアマネジャーとホームヘルパーの
おしごと相談・説明会」開催

 成 年 後 見 制 度 相 談 会  （予約優先）
◇開催日：８月20日(火)　※毎月20日開催
◇時　間：13：30～15：30　　◇場所：社協本所(鏡中條1642-2)
◇問合せ：成年後見センター  ☎283-8722

高齢者施設に訪問し、山梨の風景写真のスライドショー、日本昔
話や短編映画の上映、アコーディオン演奏などを行っ
ています。訪問日は金曜日以外でご都合に合わせられ
ます。お気軽にお問い合わせください。
▶問合せ：深澤庄一郎　☎090-3519-8927

精神障がいについて関心のある人、ない人、誰でも参加できます。
申込みも不要です。気分転換にいかがですか？
●日　時 … ８月２日（金）14：00～15：30
●場　所 … 市民活動センター（小笠原572-9）　●参加費 … 無料
●問合せ … 精神保健福祉ボランティアこぶしの会
　　　　　  中込　☎282-9670

精神保健福祉ボランティア「こぶしの会」より

楽しい交流会です。お気軽にご参加ください。
日　時 … ８月18日（日）10：00～11：30
場　所 … 若草生涯学習センター（寺部725-1）
参加費 … 無料　　 主催 … 手話サークル日々草
問合せ … 宮下　☎090-5447-3989

青空手話教室を開催します
… ちょっとだけ手話にふれてみませんか？ …

シニアボランティアSFより
「気楽な茶話会」

「簡単にできるストレス解消法」を開催します
「気楽な茶話会」

「簡単にできるストレス解消法」を開催します

※社協だよりvol.32号の「善意によるご寄附」のページに誤りが
ございました。ご寄附をいただいた皆様には大変ご迷惑をおかけし
ましたことを心よりお詫び申し上げます。訂正内容は以下のとおり
です。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
【訂正】　南アルプス市グラウンドゴルフ協会櫛形支部　様
　　　　　　　　　　　 　（誤）30,000円　→　（正）　8,000円
　　　　百々愛育班　様 　（誤）10,000円　→　（正）25,000円
　　　　森山流廣乃美扇会　社会福祉舞踊　森山ヒロ子　様
　　　　　　　　　　　 　（誤）10,000円　→　（正）50,000円


