
ごう手をつなごう手をつなごう

南アルプス市社協ボランティアじょうほう

平成26年9月発行

No.135
※この広報誌の発行は、社協会費と赤い羽根共同募金の配分金が使われています。

発行　南アルプス市社会福祉協議会
住所　〒400-0337　南アルプス市寺部659
電話　055-283-871 1　FAX　055-283-4167
HPアドレス　http://www.minami-alpsshakyo.or.jp
E-mail info@minami-alpsshakyo.or.jp

　『ふるさとの素晴らしい自然』を学び、多くの人に自然の大切さをポスター

にして伝えようと、８月11日（月）と 12日（火）の 2 日間ボランティアスクー

ルを開校しました。

　前日の台風 11 号の影響で当初の予定が変更になりましたが、市内の小中学

生 1 8 名の参加があり、自然の大切さを学び、それを伝えるポスターを作成し

ました。子供たちが一生懸命書いたポスターは、芦安山岳館や市内公共施設へ

掲示しますので、みなさん見に来てください。

　８月１日、６日、９日の３日間、31 名の方々が講座に参加し、防災について受講されました。今後は、『南
アルプス市災害・防災ボランティア地区連絡会』に参加していただき、日頃は、防災への啓発活動を、災害
時には、災害ボランティアセンターのスタッフとして活動していただきます。

８月１日 ６日 ９日の３日間 31 名の方々が講座に参加し 防災について受講されました 今後は 『南

災害防災ボランティア養成講座を開催しました！

　環状線若草ランプ南側の遊休農地へ種をまいてから約２か月半。これまでに種
まき３回、草取り 4 回、水やり 1 回の活動を行いました。延べ 30 名のボランティ
アとＮＰＯ法人チーム南アルプスのご協力のおかげで、立派にコスモスが育って
います。現在では、たくさんのつぼみが膨らんでおり、コスモスでいっぱいにな
る日も間近です。
　お近くを通る際には、ぜひ足を止めて約 700 坪にもなるコスモス畑をご覧ください。また、今後も草取り
を行う予定です。気軽に行える楽しいボランティア活動なので、一緒に活動してみませんか。
　詳細は、お問合せ下さい。　地域福祉課　☎283－4121

※N P O 法人チーム南アルプスとは、荒廃農地の管理・遊休農地の活用に関する事業を中心に地域コミュニ
　ティーの活性化や農村環境の保全に寄与している団体です。
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Part25 今月は、 をご紹介します。

　本サロンは、16 年前から毎月 1 回公民館にて開催していました。

しかし、公民館に地盤沈下の恐れがあり全面改修するということで、

公民館が使えず、サロンの開催が危機的な状況でした。そんな時に、

地域の方の協力で個人の家の車庫をお借りしてサロンを開催すること

ができました。

　「開催できないと思っていたが開催でき、毎月楽しみにしていたので、

またみんなと会えてうれしい。」と、参加者のうれしい声がありました。

　代表の水上さんは、「集う事に意味があり、場所はどこでも関係ない。

これからもみんなの生きがいになるようなサロン活動をしていきた

い。」とおっしゃっていました。

飯野８区いきいきサロン

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。

　今回は、市内の小中学校において視覚障害体験

を指導している若草地区在住の戸栗すず子さん

(82 歳 ) をご紹介します。

　戸栗さんは、『南アルプス市には、障害を持っていても、自分らしくい

きいきと暮らしている方が大勢いること』や『障害への理解を深めてもら

いたい』と長年の視覚障害者へのガイドヘルパー経験を生かして、小中学

校の福祉教育の指導ボランティアとして活躍しています。

　「これからは若い人達に様々なことを学んでいただき、知識を持って多

くのボランティア活動に活かしてもらいたい。」とおっしゃっていました。

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。

若草小学校が若草小学校がラオスラオスへ文房具へ文房具を寄付寄付しまししました！若草小学校がラオスへ文房具を寄付しました！
　若草小学校児童会では、東日本大震災で世界中が日本を応援してくれたことに感
動し、「私たちの力は小さいけれど、少しでも、世界のお友達の役に立ちたい」と
考え、今年度『助ける』というテーマで活動しています。

　活動していく中で、世界には勉強したくても文房具が不足しているため、勉強が
できないお友達がたくさんいる事を知り、全校児童で文房具を集め、山梨ラオス友
好協会（代表　中込龍さん）を通じて寄付を行いました。
　児童会の子供たちは「実際には会って渡せないけど、ラオスのお友達とトモダチ
になれた気がします。」また、「今後も児童会を中心に『私たちに何ができるのか』
を考えていきたい。」と、話していました。

報 発行 、社協会費 根

夏休みボランティア体験記夏休みボランティア体験記夏休みボランティア体験記
～環境ボランティアスクールを終えて～

★９月７日は、各地区にて防災訓練が行われます。地域の防災訓練へ積極的に参加し、日頃か
　ら『顔の見える関係』をつくっておきましょう。

環状線若草ランプ南側の遊休農地へ種をまいてから約２か月半 これまでに種

コスモコスモス畑ス畑、もうすもうすぐ見頃を迎見頃を迎えまえます！コスモコスモス畑ス畑、もうすもうすぐ見頃を迎見頃を迎えまえます！コスモス畑、もうすぐ見頃を迎えます！

この２日間で動物や自
然を大切にすることを
学びました。楽しかっ
たです。

落合小学校 ３年生

塩沢叶空さん

櫛形西小学校 ２年生

青柳　宏さん

時 、災

防災に関しては初めての

事ばかりでしたが、実際

に見学、体験できたこと

は非常に良い経験になり

ました。

防災運動会で、チームとし

て役割を持つなど、連携を

大事にしました。この経験

は災害時に活かすことがで

きると思いました。

１日目

２日目

３日目

過去の震災からの復興支援
について学びました。

夜の防災運動会を通し助け
合いの大切さと応急救護に
ついて学びました。

県立防災安全センターにて
「災害の恐さ、防災の備え」
について学びました。

ごみを捨ててはいけな
いことを学び、たくさ
んの人にポスターを見
てもらいたいです。

川野悦子さん

弥富賢士さん
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かなた ひろ
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　南アルプスライオンズクラブより 29,749 枚の古切手をいただきま
した。ありがとうございました。
　この古切手は、甲州市の勝沼授産園へお届けします。
　社協では、引き続き古切手を収集しておりますので、みなさまのご
協力をよろしくお願いします。

　今年も各地区で高齢者、障害者、子供たちなど誰でも参加できる福祉
運動会を予定しています。まずは、芦安地区にて開催します。

日　時：９月１3日（土）　9:00～15:30（予定）
場　所：芦安小学校グラウンド　※雨天時は体育館

　その他の地区の開催日は、八田地区10月11日（土）
白根地区10月15日（水）　若草地区10月17日（金）
甲西地区10月25日（土）を予定しております。
※今年度櫛形地区については、櫛形総合体育館改修工事に伴い開催を見
　送ることとなりました。ご了承ください。
※他地区の詳細につきましては、ボランティア情報誌「手をつなごう」
　10 月号にて掲載します。

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

9 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

　2013 年春から順次各地で公開され、話題になっている映画「産土
（うぶすな）」の公開を南アルプス市で行います。
◇日　　時　９月１３日（土）18:00　上映開始
◇場　　所　南アルプス市　高尾穂見神社　境内
◇観覧料金　1,000 円（軽食付き）
◇観覧予約・問合せ　市民活動センター
　　　　　　　　　　☎282－7325、FAX282－7421

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）14:00　紙芝居「虎御前物語」

★ ５日（金）14:00　音楽ボランティアと歌おう

★１６日（火）14:00　オカリナ慰問

★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

９
月

「９月のイベント」紹介

古切手をいただきました

　社会福祉法人光明会「櫛形荘」で清拭布が不足しています。ご家庭
で使わなくなったタオルやお子様の着られなくなった衣類などありま
したら、是非櫛形荘にご寄付をお願いします。
※清拭布とは、タオル地やシャツ類など柔らかい繊維の物を、身体介
　助時に使用しています。　
問合せ　櫛形荘　☎284－0020

清拭布はありませんか清拭布はありませんか？
スタッフトレーニング開催

障害者とのスポーツ・レクリェーション

「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」

グリーンスクール2014
　　～広げよう！笑顔の輪～～広げよう！笑顔の輪～

　障害のある人と一緒にスポーツ・レクリェーションを通して喜びを
分かち合う交流会の運営をサポートしていただける方を養成します。
興味のある方は、ご参加ください。
◇日　時　① 9月14日（日）・②９月21日（日）
　　　　　③10月19日（日）・④１月11日（日）
◇会　場　①②③甲西農村環境改善センター
　　　　　④市民活動センター
◇内　容　レクリェーションの企画と運営などの講義や
　　　　　スポーツ・レクリェーションなどの方法を学ぶ
◇その他　受講者には、レクリェーション・サポーター資格を付与します。
◇申込み・問合せ　山梨県レクリェーション協会　☎287－7373

イオングループの従業員が、地域への社会貢献活動の一環として「イ
オンデー」（毎月 11 日）に、地域で活躍される「ボランティア団体」
などに対して、活動に助成する事業です。

「イオンデー」には、お客様にお渡しするレシートを黄色に変えます。
店に設置された専用の投函ボックスの中で、お客様が応援したいと思
う団体のボックスにレシートを投函します。その投函されたレシート
金額の１％を、イオンカードに変えてマックスバリュ東海㈱が寄贈し
ます。そのイオンカードを使い、イオン店舗にて、希望する商品を購
入いただけます。

興味のあるボランティア団体または、ＮＰＯ団体、サロン団体、子供

の育成を目的にした団体は、下記まで問合せください。

問合せ：マックスバリュ東海㈱
　　　　総務部環境・社会貢献黄色いレシートキャンペーン事務局
　　　　☎055－999－3128　　FAX055－989－5015

登録ボランティア団体 募集中

南アルプス市上映会「産土 UBUSUNA」のお知らせ

　晩夏のひととき、ゆったりと朗読の世界を楽しんでみませんか。
◇日　時　9 月 6 日（土）13:30 ～
◇場　所　甲西農村環境改善センター　2 階視聴覚室
◇出　演　甲西図書館朗読ボランティア「文の会」
◇内　容　百田尚樹　作『幸福な生活』
　　　　　星　新一　作『ボッコちゃん』他
◇主　催　甲西図書館　☎282－7291

　ビートルズの名曲の数々をビートルズをこよなく愛する
コピーバンド「ビートレス」が皆様にお届けします。
日　時　９月２１日（日）　19:30 ～ 21:00
場　所　若草生涯学習センター　わかくさホール
参加費　500 円（お茶、ケーキ付き）
問合せ　若草生涯学習センター　☎283－8311

ボランティア募集
　「グリーンスクール」では、障害をお持ちの方々を対象にしたキャ
ンプを企画しました。そこで当日、お手伝いをしていただけるボラン
ティアを募集します。
◇日　時　9 月 13 日（土）9:30 ～ 17:30
◇場　所　伊奈ケ湖　※集合場所は、古市場区防災会館前
◇内　容　バーベキュー・カレーづくり・伊奈ヶ湖の散策など
◇主　催　一般社団法人　南アルプス青年会議所
◇問合せ・申込み　☎090－2678－8879（担当：杉山）

朗読会「ふれあい処（どころ）」のお知らせ

福福 祉祉 運運 動動 会会今年もがんばるじゃん!!

ごみ拾いボランティア募集ごみ拾いボランティア募集ごみ拾いボランティア募集
　花植え・ごみ拾いボランティア「花鳥風月」では、奇数月の３０日に市内
にてごみ拾いを行っています。参加を希望する方は、下記までご連絡ください。
◇日　時　９月 30 日（火）10:00 ～11:30
◇場　所　白根げんき館　※げんき館に集合
◇持ち物　軍手、タオル、飲み物
◇問合せ・申込み　地域福祉課　☎283－4121

ザ・ビッグ白根店

ザ・ビッグ甲西店

★キャンペーンの趣旨

★キャンペーンの内容

　重度障害者（車いす生活者）等の社会参加を目指して、毎年県外と
県内各1回体験研修旅行を行っています。車いす利用者を大型バス（リ
フト付き）に乗降介助、車いすからの座席移動介助、走行介助等をお
手伝いしていただけるボランティアを募集します。
◇日　時　９月２８日（日）7:00 ～18:00
◇行　程　リニア見学、北杜市尾白にて昼食（バーベキュー）、
　　　　　サントリー蒸留所見学 
◇参加費　６，０００円
◇問合せ　支えあう会「ピーチ & グレープ」
　　　　　　代表　芦沢　☎／ FAX 267－8666

支えあう会「ピーチ＆グレープ」より

第10回　甲西図書館

ボランティア（障害者支援者）募集

　市内の障害を持つ人たちと地域のみなさまとの交流を図るため、模
擬店やバザー、多数のイベントを行います。どなたでも参加できます
のでふるってご参加ください。
◇日　時　10 月 4 日（土）10:00～　雨天決行
◇場　所　すぱーく白根（白根中央公園内）
◇主　催　はーとふれあいまつり実行委員会 
◇問合せ　みらいコンパニー　☎283－7733
　　　　　きがる館　　　　　☎282－4004

「第23回 ハートふれあいまつり」開催のお知らせ

今月は白根
地区です。

ビートルズを聴こう！
｝9:00～12:00


