
～笑いある楽しいボランティア～
　市内では多くのボランティアが様々な形で活躍しています。そこで年に一度、
普段のボランティアの活動について他の団体、個人の方との情報交換、交流
を行います。交流会を通して、更なるボランティア活動の活性化へつなげて
みませんか？皆さんの熱いボランティア精神を伝え、明日の活力にしましょう。
　ボランティアにまつわる楽しい落語もあります。ぜひお楽しみください。

○日　　時　　9月10日（土）13：30～　
○場　　所　　若草生涯学習センター（寺部725 -１）　
○参 加 費　　無料　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇〆　　切　　8月31日（水）
○申込み・問合せ　　地域福祉課　☎ 283-4121　FAX 283-4167
皆様の活動（作品等）を展示し、日頃の活動を伝えてください。
また、運営のお手伝いをしていただけるボランティアも募集します！

福祉施設の慰問やイベントで日本舞踊や
盆踊りなどを披露しているボランティア団体
「紀久野会」をご紹介します。
毎週月曜日13：30～有野公民館で練習を

行い、そのうち2回は講師から指導を受けています。
メンバーは踊りの経験がない人ばかり。さらに年代も50代か

ら90代までと幅広く、地区もバラバラ。しかし“「地域で何かやろう」と集まった熱い想いのある人達”です。
参加者は「気持ちが良い方々の集まりなので、自然と練習へと足が向く」と話されていました。雰囲気もよく、

メンバー間のおしゃべりも情報交換の場となっており、仲間作りも大切にしていることが伝わりました。
今後について参加者は「見てくれている方の笑顔のために、これからも練習を重ねて様々な場所で踊りを披露

していきたい」とおっしゃっていました。

行い、そのうち2回は講師から指導を受けています。

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。みなさまの身近な情報お待ちしています。

コーナー
Part46慢サロン自

　　　　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。

芦安地区に子どもが遊べる場がこのサロンにより復活。
「子どももママも楽しめる」をテーマに良質なおもちゃとハイハイできる広い空間が特徴
です。参加者から「いつもは子どもと家にいるので、ここに来れば様々な年代のママ達や高
齢者とも交流ができる。」と好評です。
また、みそ作りなど季節に合わせたイベントも開催。スタッフの加賀美さんは「子育て

ママだけでなく様々な方にサロンへ来てもらい、コラボしながら活動を行っていきたい。」と話
していました。
実施日：第4木曜日、芦安高齢者コミュニティセンター（一日開放）
開催日は都合により変更する場合がありますので、QRコード（LＩNE＠）を読み取り、開催日をご確認下さい。

今月は、芦安地区で行われている子育てサロン
「南アルプスLOCO」をご紹介します。

「復旧・復興を加速せよ！」
災害・防災ボランティア養成講座開催

米澤　智秀氏　曹洞宗　高雲寺　住職　
（全日本仏教青年会　顧問、災害ボランティア活動
支援プロジェクト会議メンバー）
現在、熊本県益城町災害VCで支援を行っています。
昨年度も南アルプス市で災害VCについてご講演を
いただきました。

〇持 ち 物　筆記用具
〇参 加 費　無料
〇定　　員　40名　
〇〆　　切　8月22日（月）まで
〇申込み、問合せ　地域福祉課
　　　　　　☎ 283-4121　
　　　　　　FAX 283-4167

当市で実際に起きているふくし問題（ゴミ屋敷、貧困、児童、高齢、障がい、孤立、
孤独死など）を基に、一人でも多くの方々と学びを深め、「つながりやひろがり」
を大切に誰もが安心して暮らせる南アルプス市の実現に向けて開催いたします。
どなたでも参加できる勉強会です。皆様のご参加を心よりお待ちしています。
2回目のテーマは誰でもなりうる「外出困難」です。

※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。
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南アルプス市社協ボランティアじょうほう 第2回ふくし勉強会「ノンフィクション南アルプス2016」

※次回以降の内容は随時「手をつなごう」にてお知らせします。
　3回目　10月20日(木)  10：00～12：00、　4回目　１月23日(月)　10：00～12：00
〇募集人数　40名【〆切8月26日（金）】〇申込み、問合せ　地域福祉課　☎ 283-4121　FAX 283-4167

近年多発している自然災害。そして、発生が危惧されている東海地震。
いつどこでどのような災害が起きても、しっかりとした対応ができる「強いまち」

を目指しましょう。
被災者のニーズ（困り事）を的確に捉え災害ボランティアセンター（災害VC）へつなぐことができれば、

スムーズにボランティアが派遣でき、復旧・復興を加速することが可能になります。
今回、熊本地震の現状と実際のニーズからニーズ票作成について学ぶことで、災害VCへの協力、そして、

被災者の困り事と災害VCをつなぐコーディネーターとして活動できる、より専門的かつ実働性のある災害・
防災ボランティアを養成するために開催します。熱意ある皆様のご参加をお待ちしています。

日時 会場 内容

８月２６日（金）

１８：３０～
　　　２１：００

南アルプス市地域防災
交流センター
（十五所1014）
多目的ホール

講演　
「熊本地震の現状とニーズ」
ワークショップ
「ニーズ票作成について」
講師  米澤　智秀氏

講演
山梨落語研究会代表
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演題
「笑いあるボランティア」（仮）
手話通訳付

第12回 南アルプス市 ボランティア交流会開催 !!

日時 会場 内容

９月１日（木）

10：00 ～12：00

若草生涯学習センター
（寺部 725-1）
ホール

①事例
　「外出困難について」
②事例について意見交換
　　アドバイザー：渡辺　裕一氏　
　　武蔵野大学　社会福祉学科　准教授

講師　渡辺　裕一氏

災害・防災ボランティアとは？

現在会員は約50名。普段は各地域で
防災普及啓発を行い、災害時は社協
が立上げ、運営する災害VCの運営協
力を行います。

○日　　時　　9月10日（土）13：30～　

　　　　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。参加者募集

【熊本県益城町の様子】



 

児童館イベント
乳幼児の皆さん「プール」で水遊びをしよう！
◇開催日　８月中旬まで　　◇対　象　乳幼児
◇場　所　市内児童館　　　◇時　間　午前中
◇問合せ　青少年児童センター　☎ 282-7324
　　　　　もしくは各児童館

 市民活動センターだより
① 果樹ｄｅ食育　農家‘ｓキッチン
　　『ＷＥＳＴ　ＦＩＥＬＤ　ＦＡＲＭＥＲＳ』主催の食育イベント。
　フルーツタルト作りなど、盛りだくさんです。
　◇日　時　8月7日(日)  10：30～
　◇場　所　松聲堂　◇対　象　小学生の親子
　◇参加費　親子1組　2,000円（タルト、土産、保険料込み）
　◇申込み・問合せ　☎ 080-5510-7496（長谷部）
② 「協働支援テーマ型活動助成事業」説明会
　　地域や市民を対象にしたイベントやプロジェクトなどの事業
　に要する費用を助成しています。助成対象については説明会
　にご参加頂くか問合せ下さい。
　◇日　時　8月9日（火）19：30～21：30
③ 第14回 さらりと音楽談義「才能」
　◇日　時　8月16日（火）19：00～
　◇参加費　500円（中学生以下無料）　◇内　容　演奏・談話会・喫茶
④ 第28回ときどきカフェ～おばけの世界へようこそ…～
　　各地でおばけ屋敷を企画している「おばけを創るぐんたい」がゲスト。
　ミニお化け屋敷も登場！？
◇日　時　8月23日（火）19：30～
②、③、④場所　市民活動センター
申込み・問合せ　市民活動センター　☎ 282-7325

◇日　　時　8月21日（日）　13：30～ 16：45
◇場　　所　山梨県福祉プラザ　4階会議室
◇参 加 費　家族で1,000円（当事者は無料）
◇内　　容　①講演「家族の対話練習」講師　佐野孝枝氏　臨床心理士
　　　　　　②グループワーク
◇問 合 せ　篠原　☎・FAX 0554-66-4073

KHJ 全国ひきこもり家族会連合会　山梨支部
山梨県桃の会8月例会のお知らせ

手話サークル日日草よりお知らせ 「夏休み青空手話交流会」
◇日　　時 8月6日（土）10：00～
◇場　　所 若草生涯学習センター　第1研修室
◇内　　容 手話にふれあいながら楽しく交流会
◇対 象 者 初めての方も手話に興味があればどなたでもOK！
◇参 加 費 無料　※申込みは不要です。
◇問 合 せ ☎ 090-5447-3989（宮下）

Marina’s出張演奏承りま～す！　
　Marina’ｓ（マリナーズ）は心身ともに重度の障がいのあ
る長女Marina（マリナ）を中心に妹、母親での母娘アンサン
ブルです。ボーカル、ピアノ、キーボードなどの演奏をしま
す。学校の福祉講話、施設などの慰問、イベントなどに出張
し誰もが知っている曲をお届けします。
　「音楽は障がいがあってもなくても楽しいね！」私たちと
一緒に歌ってお友達になって、そして知ってください。私た
ちのこと。お気軽にお問合せ下さい。
問合せ　☎ 090-6504-5550（白井）
　　　　ブログ「親子アンサンブルマリナーズ」
　　　　Facebook「マリナーズ母」で検索

みんなで創る「ささえあいのまち」を考える
地域フォーラム in 南アルプス

　超高齢化を迎えても「誰もが安心して暮らしていける南アルプス市」にして
いくために、今、私たちに何ができるでしょう？
　居場所作りや支え合い活動など身近な取り組みを市内に広げ、住民一人ひと
りが主役の「支え合いのまちづくり」についてみんなで考えるフォーラムです。
◇日　　時 8月18日(木）13：30～15：30
◇会　　場 若草生涯学習センター　ホール
◇講　　演 「地域の支え合い活動を広げるために、みんなで創る　
    新しい支え合い・助け合い社会」
◇講　　師 土屋　幸己氏
  公益財団法人　さわやか福祉財団　戦略アドバイザー
◇事例発表 「藤田地区見守りネットワーク」ほか
◇申込み、問合せ 介護福祉課　高齢者福祉担当　
  ☎ 282-7347　FAX 282-6189
  主催　南アルプス市　介護福祉課　
  共催　南アルプス市社会福祉協議会

アクリルの毛糸はありませんか
　慈恵寮では、入所者の方々とミニモップを制作します。不要に
なったアクリル毛糸（中太～極太）を寄付していただけませんか。
問合せ　養護老人ホーム慈恵寮　☎ 282-0369　担当　大須賀

乳幼児の皆さん「プール」で水遊びをしよう！

親子アンサンブル

しゃきょんの家だより
◉ 「8月の主なイベント」 紹介
★　2日（火）19：00～ しゃきょんの家ナイトセミナー
     「マイナンバーについて」
★　5日（金）14：00～ 笑いヨガ
★　9日（火）10：00～ 夏休み宿題大会 （小学生対象）おやつアリ！
★10・24日（水）10：00～ 囲碁将棋クラブ
★11日（木）14：00～ しゃきょん映画館
 ★15～ 19日14：00～ 納涼夏祭り たこ焼き、かき氷など
★22日（月）13：00～ がんの悩み相談（要予約）
★26日（金）14：00～ ゆる体操
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

※金曜日は介護予防事業のため
200円参加費がかかります。

お気軽に遊びに
来てくださいね。

8
月

若草生涯学習センター指定管理シャンブレイより
「夏休み子ども音楽会」
◇日　　時 8月21日（日）　14：00～15：30
◇会　　場 若草生涯学習センター　ホール
◇出　　演 井上かおり氏
◇曲　　目 ドレミのうた、となりのトトロ、さんぽなど
◇参 加 費 無料
◇問 合 せ 若草生涯学習センター☎ 283-8311
◉彩市出店者募集
　9月18日（日）開催予定の彩市に出品希望者を募集します。
　詳細はお問合せ下さい。

   市立図書館「朗読会のおさそい」
この夏、朗読の世界を楽しみませんか。みなさまのお越しをお待ち
しております。
◇日　　時　8月20日（土）　19：30～
◇場　　所　櫛形生涯学習センター　2階研修室
◇出　　演　朗読ボランティア「すずの会」
◇朗読作品　江國　香織・作「桃子」
　　　　　　小池真理子・作「赤いコートの女」　他
◇日　　時　8月27日（土）　13：30～
◇場　　所　南アルプス市健康福祉センター　2階小会議室
◇出　　演　朗読ボランティア「あめんぼの会」 
◇朗読作品　滝田　ゆう・作「芝浜」
　　　　　　有川　　浩・作「阪急電車」　他　　　　　　　　　
◇問合せ　南アルプス市立図書館　　☎ 280-3300

花畑ボランティア募集！
　今年も花畑ではひまわりなどが満開になり、色鮮やかに咲き誇りました。今回
は来年に向けて種を取る作業を行います。多くの方のご参加をお待ちしています。
◇日　　時 8月30日（火）　9：00～
◇集合場所 若草窓口サービスセンター
◇持 ち 物 鎌もしくは剪定ばさみ、水分、タオル
◇申込み、問合せ 地域福祉課　☎ 283-4121

デイサービスパート職員募集
◇資　　格 ヘルパー2級以上（介護福祉士であればなお可）
◇勤務地、時間 デイサービスゆうかり　週5日　　8：30～17：15
  デイサービスセンターわかくさ　週2，3日　8：30～17：15
◇時　　給 1,000円　◇募集期間　8月1日（月）～8月10日（水）
◇問 合 せ 総務課　☎ 283-8711
※提出書類など詳細はホームページを参照していただくか、
　問合せ下さい。

成年後見制度相談会  （予約優先）
◇開催日　8月19日（金） ※毎月20日開催 (土日の場合は平日)
◇時　間　13：30～15：30　◇場　　所　社会福祉協議会本所
◇相談員　社会福祉士　◇問合せ　成年後見センター ☎ 283-8722

おしらせ

大正琴体験会のご案内～生涯学習として楽しみませんか？～
◇日　　時　8月21日（日）　13：30～
◇場　　所　白根B&G　海洋センター
◇参 加 者　限定5名　　　◇参加費　無料
◇大正琴の貸し出しもあります。また、福祉施設等の慰問も
　行っていますのでお気軽に問合せください。
◇申込み・問合せ　早乙女大正琴　杉田　☎ 090-2752-3836


