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年頭のごあいさつ

長

金井

南箕輪村社会福祉協議会

会

新年あけましておめでとうございます。

年号が令和になって、二年目を迎えます。

健

皆様方には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心よりお慶び
申し上げます。

旧年中は、当社会福祉協議会の事業並びに諸活動に対しまして

温かいご支援を賜り心より感謝申し上げます。

社会福祉法の改正に伴い、介護保険制度のあり方が見直される

中、地域の皆さん同士の支え合いが引き続き求められています。

このような状況の下、誰もが安心して暮らすことができる福祉

のむらづくり実現のため、今後におきましても、私たち社協の役

職員一丸となって努力してまいりますので、村民の皆様方にはよ

り一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして新

年のごあいさつといたします。

つなげよう 地域の絆 …
息の長い被災地支援を続けることを目的に開催
実演・体験コーナーでは、東京パラリンピックの
競技種目「ボッチャ」を体験できるブースを新たに設
け、家族で体験いただくなど人気が集まりました。
また、デイ塗り絵・物作り、切り絵、絵手紙、パッチ
ワーク、抹茶御手前、苔玉作りなど多くの方に体験
いただきました。各種バザーでは、子育てサロンス
プーンおばさんの入園・入学グッズ、もあり、親子連
れの来場者も見うけられました。飲食コーナーでは、
あったかスープ、綿あめなどのサービスコーナーやフ

絵手紙体験
苔玉作り体験

ぽっかぽかの家

ランクフルト販売を行い来場者に提供することがで
きました。ステージ発表では、各種サークルや小学
生など昨年より2団体多い13団体が出演し、合唱や
演奏、民謡、手話ダンスなどを披露し、大盛況のう
ちに終わることができました。
今回のまつりも企画から準備、当日の運営、片付
けまで実行委員をはじめ、多くのボランティア関係者、
関係団体の皆さんに支えられて開催することができ
ました。皆様のご協力に、心から感謝申し上げます。

ぽっかぽか喫茶

焼き芋コーナー（神子柴かま塾）

ステージ発表 南小 3 年 3 組

ステージ発表 輪の会

ステージ発表 オカリナあんさんぶる

ステージ発表 南箕輪小学校合唱クラブ
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第22回

社協まつり
昨年10月20日に第22回社協まつりが松寿荘、
障がい者生きがいセンターとその周辺を会場に開
かれ、前日の雨もあがり天気に恵まれ、子どもから
大人まで多くの皆さんが訪れ、社協の活動を知っ
てもらうと共に地域福祉について理解を深めてい
ただきました。
開会式と村保育士有志による迫力ある太鼓演奏
終了後、イベントが一斉にスタート。
「被災者支援」
として取り組んだ被災者支援チャリティーバザー
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… 育てよう
地域の力を育て輪を広げ、
の売り上げは、160,975円となり、村身障協女性
部、すみれの会（園芸福祉ボランティアグループ）、
スプーンおばさん（子育て支援ボランティアグルー
プ）からの団体寄付と被災地支援物資販売収益
（宮城県女川町の蒲鉾）と合せて228,405円の
被災地支援金が寄せられ、台風19号により多大な
被害が発生した長野県北部や東日本大震災の復興
支援のために寄付を行います。

開会式

保育士有志によるオープニングの太鼓演奏

チャリティーバザー

飲食コーナー わたあめ・ポップコーン

パラスポーツ「ボッチャ」体験

ひまわりの家バザー
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役 職 員 交 流 会 が 開 催される
村社会福祉協議会では、毎年、村長・議長をはじめ
とする来賓の皆様や社協事業を推進する中でお世話に
なっている結婚相談所長、心配ごと相談専任相談員や
委員会等の代表の方をお招きし、役職員との交流を深
めることを目的に毎年交流会を開催しています。
本年は、11月29日(金)に開催され、理事・評議員、
社協職員等35人がお互いの親交を深め楽しいひと時を
過ごしました。

交流会では、金井社協
会長の挨拶の後、長年社
協の地域福祉活動にご協
力いただいた皆様の表彰
交流会を前に挨拶される唐木一直村長
式も行われました。
来賓の唐木村長の挨拶、丸山議長の乾杯の発声で交
流会が始まり普段は中々話をする機会が少ない皆様と
和やかのうちに交流会を開催することができました。

令 和 元 年 度 地 域 福 祉功 労 者 表 彰 式 開 催される
11月29日(金)に令和元年度地域福祉功労者表彰式を行いました。表彰は役職員交流
会に先立って行い、金井会長より受賞した２名の方に功績をたたえ感謝状と記念品が
贈られました。
受賞者を代表して伊藤幸子様より謝辞をいただき、「最
初は独居老人をどうやって交流の場へお招きしたらよい
か試行錯誤を重ね、交流会が笑いのある場になるよう会
員同士工夫してきました。今後も人のために役立てれ
ば」と謝辞を述べられました。

受賞者を代表し謝辞を述べる
伊藤幸子様
金井会長から
唐澤啓子様に感謝状の贈呈

令和元年度 地域福祉功労表彰者一覧
氏

伊藤

唐澤

名

幸子

啓子

該当事項

功

績

(敬称略)

等

その他地域福祉功労者

北殿地区社協の発足当時から役員として携わり、現在に至るまで、20年余り
メンバーとして活躍され地域福祉向上に貢献

その他地域福祉功労者

民生児童委員2期6年（Ｈ16.12～Ｈ22.11）及び大泉地区社協（日の出会）役
員13年間活動
現在は縁側サロンの副会長として、また、ポコリットみなみみのわ（ハーモ
ニカ）の一員として福祉施設などをまわりボランティア演奏の活動をされて
おり、地域福祉向上に貢献

第35回 上伊 那ブロックボランティア交 流 研究 集会開 催‼
昨年11月30日、第35回上伊那ブロックボランティア
交流研究集会が、中川村において開催されました。今
回の集会では、健康寿命を延ばし、いつまでも自分ら
しく生きいきと暮らしていくため、社会参加としての
ボランティア活動を仲間と一緒に楽しく行うことにつ
いて考える機会として開催されました。上伊那郡内か
ら約250名の大勢の方が参加されました。
午前の部では、小学校の中川人形クラブによる人形
劇の発表や笑い療法士の城取茂美先生による講演、午
後は各分科会に分か
れ、さまざまな学びや
体験等行いました。
南箕輪村の分科会で
は、南箕輪村役場地域
包括支援センター長の
分科会での様子 講師は山崎センター長 山崎さんを講師に“な

るほど・ザ「支え合い」
～地域づくりはおすそ分
けから～”と題して、村
と社協が協同で行ってい
る地域づくりへの具体的
な取り組みを紹介しまし
た。グループで話し合う
参加者による「なるほど・ザ体操」
時間もあり、さまざまな
意見が飛び交っていました。また、山崎さんが考えた
ご当地体操「なるほど・ザ体操」も体験。参加者から
は「名もない支え合い、気づきの視点、みんなで共有
できて良かったです。」
「身近にある“ 支え合い”につ
いて見直す機会になった。」
「体操は高齢の私でもでき
そう。広めたい。」との声をいただきました。今後の
活動に役立てていただければと思います。たくさんの
ご参加ありがとうございました。
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地域活動支援センター

高齢者・障がい者交流施設

ぽっかぽかの家
運営：南箕輪村社会福祉協議会
南箕輪村大芝 2380-1179

TEL.0265-76-7604

★どんな人が使えるのですか？
障がいがあってもなくても、若い人から高齢な人まで
赤ちゃんも子どもたちも、さまざまな人に出入りしてもらって
地域の人たちが顔見知りになり、仲良くなれると良いですね。
★どんなふうに使えるのですか？
友達同士、家族、グループ、一人でも良いのです。
ふらっと立ち寄って、周りの風景に癒やされ
ゆっくりお茶やコーヒーを飲んでお過ごしください。
クラブ活動は、どなたでも参加できます。
皆さん大歓迎です。気楽にご参加ください。
右記、クラブ活動の他に
お楽しみ会等を企画しています。

農道
大芝

ぽっかぽかの家
老人ホーム

駐車場

生きがい
センター
ひまわり

社 協 北酪

まっくんバス福祉ゾーン前バス停
至箕輪

至伊那

セブンイレブン
春日街道 大泉東

春は陽だまりでひなたぼっこ
夏は木陰で一休み
秋はたき火を囲みましょう
冬はこたつにすっぽりと
こころは 人と出会ってぽっかぽかに

開所日／月曜〜土曜
午前9 時 〜午後 5 時（日曜・祝日休）

クラブ 活 動

毎週水曜日 午前
パッチワーク……
…… 毎週木曜日
食事会 …………
…… 毎週金曜日
切り絵 …………
・４月曜日 午後
絵手紙 …… 第２
第２火曜日 午後
歌声喫茶 ………
1・３水曜日 午前
クラフト … … 第

赤い羽根共同募金

お一人お一人の温かい思いやりで、多くの募金を
集めることが出来ました。
ご協力いただきました募金は、全て長野県共同募
金会本部に納入し、今年の募金実績に応じて、来年
度南箕輪村社協に配分されます。来年度の配分金は約

1,100,000円を予定し、一人暮らしのお年寄りの給食
サービスや社協だより発行、各地区のサロン活動な
どに、活用させていただく予定です。
この他に、県共同募金会本部から、県的広域的福
祉事業や災害被災世帯援護金などに配分されます。

2,051,825円

皆さんの善意で

一般募金地区別集計結果
地区名

協力世帯数

久

保

264

134,900

中

込

130

塩ノ井

地区名

協力世帯数 募金額（円）

神子柴

318

159,500

65,000

沢

尻

227

110,000

85

43,000

南

原

358

178,500

北

殿

810

404,800

大

芝

44

22,000

南

殿

267

134,100

大

泉

311

153,370

田

畑

464

232,613

北

原

48

24,000

合
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募金額（円）

計
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3,326 1,661,783

法人募金集計結果
協力法人数

143

金

額（円）

382,068

その他の募金
募金箱など

金

額（円）

7,974
令和元年12月５日 現在

フードバンク に
ご 協 力をお 願いします

福祉だより 112号

わたしたちのまわりには今日食べるものもなく、その日の生活に困っている人がいます。南箕輪
村社会福祉協議会では、こうした生活に困っている方に、企業やご家庭からご寄付いただいた食
料を自立支援機関等を通じて支援しています。
また、提供いただいた食料は、子どもの居場所や体験づくりとして取り組まれている子ども食堂
や子どもカフェへも食材提供させていただいております。
次のとおり食料募集を実施しますので、ぜひご協力（ご寄付）をお願いいたします。

ご寄付いただきたい食料
◆レトルト食品・インスタント食品・缶詰
現物をお預かりいたします。

発行

・南箕輪村社会福祉協議会に
お持ちいただくか、お問い合わせください。
※現物は賞味（消費）期限が１か月以上残って
いるものに限らせていただきます。

社会福祉法人 南箕輪村社会福祉協議会
〒399-4511 南箕輪村2380番地1212
TEL. 0265-76-5522 FAX. 0265-78-3669

受付・お問い合せ

◆ 米・野菜

ご寄付いただいた食料は、
上伊那にお住まいの方の支援に
活用させていただきます。

現物をお預かりできないため、
協力者リストに登録をお願いいたします。
・協力者名、住所、連絡先、協力可能期間をお知らせください。
・提供依頼があった時に南箕輪村社会福祉協議会より連絡して、
品物を受け取りにお伺いします。

南箕輪村社会福祉協議会 地域福祉係
〒399-4511 上伊那郡南箕輪村 2380-1212 ＴＥＬ：0265-76-5522 ＦＡＸ：0265-78-3669
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分

年末年始の休業についてお知らせ
事務局

12月28日(土)から１月５日(日)まで

移送サービス

12月28日(土)から１月５日(日)まで

居宅介護(ケアマネ)

12月28日(土)から１月５日(日)まで

ディサービスセンター 12月29日(日)から１月３日(金)まで
発行日
令和２年１月１日

※この福祉だよりは、共同募金配分金で印刷されています。

ヘルパーステーション

無

休

生きがいセンター

12月28日(土)から１月５日(日)まで

ぽっかぽかの家

12月29日(日)から１月３日(金)まで
連

南箕輪村
社会福祉協議会
各事業所への
直通電話

印刷

１月 ・ ２月
３月 ・ ４月
の 相談日

絡

緊急連絡先
【事務局】

080-1302-3995

【ケアマネ】

090-1465-5727

先

電話番号

事務局(総務・地域福祉・ヘルパー)

76－5522

ディサービスセンター(松寿荘)

76－8786

居宅介護支援事業(ケアマネ)

78－5515

生きがいセンター(ひまわりの家)

76－7603

ぽっかぽかの家

76－7604

携帯電話 080－1302－3995
携帯電話 090－1465－5727

１月14日(火)・26日(日) ３月10日(火)・22日(日)

★ 司法書士法律相談 ★
１月24日(金) ３月27日(金)

２月11日(火)・23日(日) ４月８日(火)・26日(日)

２月21日(金)

★ 結 婚 相 談 ★

４月24日(金)

(予約が必要です)

■心配ごと相談は、随時受け付けています。事前に社会福祉協議会 (７６－５５２２) へ連絡をお願いします。

