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事業計画 ２ 耳より福祉情報 ６

おためしボランティア ４

善意をありがとう・レッツ脳トレ
みんなの声 ５

紹介します！地域のチカラ ８

検索南魚沼市社協

いいね！ コメントする シェアする

イベント・講座・研修などの
お知らせや事業のレポートなど、
タイムリーな情報を発信してます。

お待ちしてます！

スマホにも対応してるので、
外出先からでもOK！

～ホームページをリニューアルしました～

地域のふくし　その　知りたい！ をお届けします地域のふくし　その　知りたい！ をお届けします

ボランティアしたい・・・
困りごとを相談したい・・・
福祉サービスを利用したい・・

ボランティアしたい・・・
困りごとを相談したい・・・
福祉サービスを利用したい・・

地域とつながる　地域をつなげる　地域の福祉情報誌
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社協は皆さんと一緒に社協は皆さんと一緒に づくりをづくりを 進めます！進めます！ふ だんのだんの く らしのらしの し あわせあわせ

　65歳以上の方が介護施設などで
ボランティアをするとポイントが付
き、ためたポイントを年度末に交付
金として受け取ることができる制度
です。ボランティア活動が、ご自身
の介護予防にもつながります！

しゃべり場お六のスタッフボランティア
もこの制度の対象です。

介護支援ボランティア制度事業（通年）介護支援ボランティア制度事業（通年）イチオシイチオシ

　市内の福祉施設での仕事体験で 、魅力や
やりがいを実感していただける実践型の
職場体験です。学生のみなさん のご参加、
お待ちしています。

現場で経験してみることで
初めてわかることがたくさ
んありました！
（昨年体験実習に来てくれた
大学生より）

高校生・大学生福祉のお仕事体験事業（8月）イチオシイチオシ

「福祉のしごと体験で、可能性の
幅を広げよう！」

　災害ボランティアセンター設置の模
擬訓練を通して、いざという時 被災し
た方とボランティアの想いをスムーズ
につなぐことができるように します。
　ふだんからの地域のつながりが大切
です！ 設置訓練の様子

災害ボランティアセンター設置訓練
　　　　　　　　　　　(10月予定)
災害ボランティアセンター設置訓練
　　　　　　　　　　　(10月予定)

Pick Up !Pick Up !

「南魚沼市で大規模災害が起きた 時、あなたはどう行動しますか？」

・ 被後見人の方が若く、後見期間が長期にわたるような場合も、
　法人が存続する限り継続的な支援が可能です。
・ 組織的な対応、安定的なサービスの提供が可能です。

法人が成年後見人等を受任・・・
　　　　　法人ならではのメリットがあります。

成年後見事業（通年）成年後見事業（通年）Pick Up !Pick Up !

「 “法人後見受任登録団体” として、被後見人等の皆様 
　の権利と生活をしっかり守ります！」

南 魚 沼 市 社 協
の 基 本 理 念   
南 魚 沼 市 社 協
の 基 本 理 念   

   地域ぐるみでつくる安心・安全のまち
    市民の手で支えあう福祉のまちをめざして

  私たちは、地域の皆さんと一緒に
  地域のしあわせを考えます。

令和２年度
予算

検索南魚沼市社協 R2事業計画

このほかにもたくさんの事業に取り組みます。このほかにもたくさんの事業に取り組みます。

「アクティブシニアのみなさん！ポイントをためて
楽しくボランティアしませんか！」

　免許を返納した高齢者の方や障がいをお持ちの
方が気軽に外出するための「生活の足」を確保す
ることは大きな課題です。地域の助け合いによる
移動・外出支援サービスの創出を目指して、勉強
会を開催します。これからの「生活の足」について一緒に考えて
いきませんか？

移動支援勉強会（10月予定）移動支援勉強会（10月予定）イチオシイチオシ

「高齢者の生活の足」について、一緒に考えましょう！」

　令和２年６月頃新たに塩沢中学校区に
おいて、学習サポート教室を開催予定です。
　これにより、市内各中学校区で１箇所
ずつ学習サポート教室が実施されます。
親や学校の先生以外の大人と学習やイベン
トを通じて関わりながら、学習習慣を身に
つけたり、多世代交流を図ります。

子どもの学習支援事業（通年）子どもの学習支援事業（通年）Pick Up !Pick Up !

「子どもの “居場所” がここにもあります！」

福祉センターの運営（指定管理）福祉センターの運営（指定管理）
「憩いの場を提供しています。」

・市内３か所（小栗山、大崎、塩沢四分区）
にある福祉センターで、源泉かけ流し
温泉やカラオケ、趣味の教室会場など
の憩いの場を提供しています。

（※温泉施設は小栗山、大崎のみ） 大和老人福祉センター (大崎)大和老人福祉センター (大崎)

養護老人ホーム魚沼荘の運営（指定管理）
「入所者の皆さんが健康でいきいきと暮らせる

ようにお手伝いをします。」
・ H28年度に改築された定員70名の新しい
　施設です。

施設内で教養講座の
「講談」に聞き入る
入所者の皆さん。

・ 地域の社会資源を活かしながら、ご本人の意向とニーズに
　沿った計画の作成、質の高いサービスの提供を行います。
・ 介護技術の指導や工夫などの情報提供を行い、ご家族の不
　安感・負担感を和らげます。

「在宅での生活を希望する利用者様とご家族が、
安心して日々の生活を続けられるように自立支援

しながらお手伝いします。」

訪問介護事業、ケアマネ事業

令和2年度
事業計画

2 南魚沼市社協だより／令和2年4月1日発行
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ボランティアには興味はあるけど、
どのボランティアが自分に合うのか
わからない・・・という方へおすすめ！

「おためしボランティア」　してみませんか？

　南魚沼市身体障がい者協会では、会員や市民の方など障がいの有無に限らず、スポーツを通じて
交流を図る「Lets̓スポーツ」を毎月１回市内体育館で行っています。
　参加者のサポートや道具の準備、後片付けのお手伝い等を行って頂く方を募集しています。
日程など詳細、ご不明な点等は問合せ先までご連絡ください。

問合せ先　南魚沼市身体障がい者協会
　　　　　（事務局：南魚沼市社会福祉協議会内）
　 　 　 　☎773-6911

◆「Let’sスポーツ」 サポートボランティア

レッツ脳トレ♪クイズで応
募レッツ脳トレ♪クイズで応
募

応募方法 ●ハガキでの応募　①クイズの答え　②郵便番号・住所　③氏名　④年齢　⑤社協だよりについての感想
　　　　　　　　　やご意見ご要望等を記入の上、下記あて先までご応募ください。
●HPからの応募　南魚沼市社会福祉協議会HPトップページのサイドメニューのクイズ回答フォームから
　　　　　　　　　応募できます。右記のQRコードからも応募できます。

あ て 先 〒949-6636　南魚沼市小栗山303-1　南魚沼市社会福祉協議会　クイズ係

応募締切 令和２年４月24日（金）当日消印有効

賞 品 正解者の中から抽選で10名様に記念品をプレゼントいたします。

〈前回の答え〉福祉センターしらゆり

【郷土料理】
わんこそば・　　　
治部煮　　・　　　　　
きしめん　・
のっぺい汁・　　  
冷や汁　　・　　　　　
いも煮　　・
ほうとう　・　　　　　
ずんだ餅　・

【都道府県】
・愛知県
・宮城県
・栃木県
・山形県
・石川県
・山梨県
・宮崎県
・岩手県
・新潟県

回答フォームへ

パソコン、
スマートフォンから
応募できるように
なりました！

今月は、郷土料理クイズだよ！
８つの郷土料理がそれぞれ有名な
都道府県と結びつけてみてね。
最後に一つだけ残った都道府県名を
答えて応募してね！
皆さんの感想も楽しみに待ってま～す！！

今月は、郷土料理クイズだよ！
８つの郷土料理がそれぞれ有名な
都道府県と結びつけてみてね。
最後に一つだけ残った都道府県名を
答えて応募してね！
皆さんの感想も楽しみに待ってま～す！！

しゃべり場お六が有ることを知りませんでした。先日友達から聞きました。今度ぜひ出席してみたいと
思っています。（六日町地域・女性）
色々な相談会、会合が多くあるのを知りました。その内には、参加してみたいと・・・。
（六日町地域・男性）

社協だよりに寄せられたご意見・ご感想

善意をありがとう善意をありがとう ●明治安田生命六日町営業所 様
●塩沢年金協会 様

タオル
1,524円社会福祉事業の推進に大切に活用させていただきます。

〔令和２年１月１８日～令和２年３月１８日〕

ご寄付ありがとうございました。

0120-834-1200120-834-120
〒949-6680　南魚沼市六日町801-9（サウンドボウル様隣）

福祉用具レンタル・販売・住宅改修

南魚沼店
アルプスビジネスクリエーション
大型展

示スペ
ースあ

り♪

介護用
品各種

取り扱
い♪

◆ ◆

*** 福祉用具レンタル・販売・住宅改修 ***

〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町2367-1
TEL 025-775-7501 
FAX 025-775-7509
ベッド・車いす・歩行器等
レンタル承ります
介護に関することなら
お気軽にご相談ください

◆ ◆

移転オープン！！

シルバーサポートスマイル
株式会社TNF

　参加者とおしゃべり（傾聴）やイベントのお手伝いを体験していただきます。

①４月20日⎝月⎠　みんなでやってみよう！牛乳パックで小物入れ作り！
②５月18日⎝月⎠　こころときめく☆ハーバリウム作り！
会  　場  南魚沼市福祉センターしらゆり
時  　間  いずれも10：00 ～ 12：30
申込締切  ①４月17日⎝金⎠
　　　　  ②５月15日⎝金⎠

◆定期型お茶の間サロン “しゃべり場お六”

配食サービスでお弁当の調理等の活動を行っていただきます。

❶洗浄ボランティア
　お弁当箱の洗浄を行います。
　⑴ ４月14日⎝火⎠　13：15 ～ 14：30
　⑵ ５月19日⎝火⎠　13：15 ～ 14：30

❸運転ボランティア
　出来上がったお弁当を配達します。
　⑴ ４月15日⎝水⎠　10：50 ～ 13：00
　⑵ ５月20日⎝水⎠　10：50 ～ 13：00

会 場 ・ 集 合 場 所　塩沢公民館調理室（塩沢608-1）
申 込 締 切　⑴４月７日⎝火⎠　⑵５月12日⎝火⎠

❷調理ボランティア
　お弁当の調理を行います。
　⑴ ４月15日⎝水⎠　10：00 ～ 13：00
　⑵ ５月20日⎝水⎠　10：00 ～ 13：00

◆配食サービスボランティア

ご都合に合わせて内容、
日時をお選び頂けます。
申込み・問合せ先
地域福祉係　☎773-6911
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　参加者のサポートや道具の準備、後片付けのお手伝い等を行って頂く方を募集しています。
日程など詳細、ご不明な点等は問合せ先までご連絡ください。

問合せ先　南魚沼市身体障がい者協会
　　　　　（事務局：南魚沼市社会福祉協議会内）
　 　 　 　☎773-6911

◆「Let’sスポーツ」 サポートボランティア

レッツ脳トレ♪クイズで応
募レッツ脳トレ♪クイズで応
募

応募方法 ●ハガキでの応募　①クイズの答え　②郵便番号・住所　③氏名　④年齢　⑤社協だよりについての感想
　　　　　　　　　やご意見ご要望等を記入の上、下記あて先までご応募ください。
●HPからの応募　南魚沼市社会福祉協議会HPトップページのサイドメニューのクイズ回答フォームから
　　　　　　　　　応募できます。右記のQRコードからも応募できます。

あ て 先 〒949-6636　南魚沼市小栗山303-1　南魚沼市社会福祉協議会　クイズ係

応募締切 令和２年４月24日（金）当日消印有効

賞 品 正解者の中から抽選で10名様に記念品をプレゼントいたします。

〈前回の答え〉福祉センターしらゆり

【郷土料理】
わんこそば・　　　
治部煮　　・　　　　　
きしめん　・
のっぺい汁・　　  
冷や汁　　・　　　　　
いも煮　　・
ほうとう　・　　　　　
ずんだ餅　・

【都道府県】
・愛知県
・宮城県
・栃木県
・山形県
・石川県
・山梨県
・宮崎県
・岩手県
・新潟県

回答フォームへ

パソコン、
スマートフォンから
応募できるように
なりました！

今月は、郷土料理クイズだよ！
８つの郷土料理がそれぞれ有名な
都道府県と結びつけてみてね。
最後に一つだけ残った都道府県名を
答えて応募してね！
皆さんの感想も楽しみに待ってま～す！！

今月は、郷土料理クイズだよ！
８つの郷土料理がそれぞれ有名な
都道府県と結びつけてみてね。
最後に一つだけ残った都道府県名を
答えて応募してね！
皆さんの感想も楽しみに待ってま～す！！

しゃべり場お六が有ることを知りませんでした。先日友達から聞きました。今度ぜひ出席してみたいと
思っています。（六日町地域・女性）
色々な相談会、会合が多くあるのを知りました。その内には、参加してみたいと・・・。
（六日町地域・男性）

社協だよりに寄せられたご意見・ご感想

善意をありがとう善意をありがとう ●明治安田生命六日町営業所 様
●塩沢年金協会 様

タオル
1,524円社会福祉事業の推進に大切に活用させていただきます。

〔令和２年１月１８日～令和２年３月１８日〕

ご寄付ありがとうございました。

0120-834-1200120-834-120
〒949-6680　南魚沼市六日町801-9（サウンドボウル様隣）

福祉用具レンタル・販売・住宅改修

南魚沼店
アルプスビジネスクリエーション
大型展

示スペ
ースあ

り♪

介護用
品各種

取り扱
い♪

◆ ◆

*** 福祉用具レンタル・販売・住宅改修 ***

〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町2367-1
TEL 025-775-7501 
FAX 025-775-7509
ベッド・車いす・歩行器等
レンタル承ります
介護に関することなら
お気軽にご相談ください

◆ ◆

移転オープン！！

シルバーサポートスマイル
株式会社TNF

　参加者とおしゃべり（傾聴）やイベントのお手伝いを体験していただきます。

①４月20日⎝月⎠　みんなでやってみよう！牛乳パックで小物入れ作り！
②５月18日⎝月⎠　こころときめく☆ハーバリウム作り！
会  　場  南魚沼市福祉センターしらゆり
時  　間  いずれも10：00 ～ 12：30
申込締切  ①４月17日⎝金⎠
　　　　  ②５月15日⎝金⎠

◆定期型お茶の間サロン “しゃべり場お六”

配食サービスでお弁当の調理等の活動を行っていただきます。

❶洗浄ボランティア
　お弁当箱の洗浄を行います。
　⑴ ４月14日⎝火⎠　13：15 ～ 14：30
　⑵ ５月19日⎝火⎠　13：15 ～ 14：30

❸運転ボランティア
　出来上がったお弁当を配達します。
　⑴ ４月15日⎝水⎠　10：50 ～ 13：00
　⑵ ５月20日⎝水⎠　10：50 ～ 13：00

会 場 ・ 集 合 場 所　塩沢公民館調理室（塩沢608-1）
申 込 締 切　⑴４月７日⎝火⎠　⑵５月12日⎝火⎠

❷調理ボランティア
　お弁当の調理を行います。
　⑴ ４月15日⎝水⎠　10：00 ～ 13：00
　⑵ ５月20日⎝水⎠　10：00 ～ 13：00

◆配食サービスボランティア

ご都合に合わせて内容、
日時をお選び頂けます。
申込み・問合せ先
地域福祉係　☎773-6911
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下記①～④を満たす方を対象に、紙おむつ購入費助成をします。申請をご希望の方は、問合せ
先までご連絡をお願いします。 

①4月1日現在、南魚沼市に住所を有している方。
②在宅において常時紙おむつを必要とする満3歳以上満65歳未満の方。
③療育手帳もしくは身体障害者手帳（1～ 3級）所持者、または
　要介護者かそれに準ずる方。
④南魚沼市で行っている、地域生活支援事業の日常生活用具給
　付等事業（排泄管理支援用具）を利用されていない方。

助 成 額：一人上限30,000円（年額）
問合せ先：地域福祉係　☎773-6911

令和２年度　紙おむつ購入費助成事業のご案内

　南魚沼市に住所を有し、南魚沼市より療育のため、南魚沼市外の病院・施設で定期的に訓練
をする乳幼児の保護者を対象に交通費助成事業を行っています。詳しくは、問合せ先までご連絡
をお願いします。

※ここでいう乳幼児とは、生後0日から小学校就学に達する年の３月31日までの間にある方を
　指します。
※療育手帳等、各種公的手当を取得した日を
　もって助成の対象外となる等制限があります。

詳細についてはお問合せください。
問合せ先：地域福祉係　☎：773-6911

令和2年度　療育を要する乳幼児家庭の交通費助成のご案内

〒949-7144　新潟県南魚沼市野田585-1　TEL 025-776-7060
介護に関するご相談・お問い合わせは・・・

KEEP HEART 心のぬくもりと、やさしさが原点です。

0120ー634ー000

福祉用具レンタル・販売・住宅改修
(ベッド・車いす・歩行器・ポータブルトイレ等…)

TEL 025-782-4315
FAX 025-782-4316

〒949-6408
南魚沼市塩沢787-5

介護に関すること、些細
なことなんでも、お気軽
にご相談ください！！

１、広域助成

２、南魚沼市一般公募助成

　南魚沼市共同募金委員会では、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、地域活動費に対して助成を
行います。
　詳しい内容や助成額・申請書・要項は、南魚沼市社会福祉協議会で説明、配布します。
助成基準　（1）助成額　１団体１事業10万円以内
　　　　　（2）助成率　申請事業費の90％以内（自己負担１割とする）
参 考　過去助成承認した申請内容（一例）
　　　　　・講演会講師謝礼金や旅費交通費
　　　　　・団体活動備品購入代
締 切 日　５月15日(金)
提出先・問合せ先　地域福祉係　☎ 773-6911

新潟県共同募金会では、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、地域活動費に対して助成を行います。
　・県広域社会福祉団体助成　　・社会福祉施設整備費助成　　・地域活動支援センター等助成
　・地域活動支援事業助成

詳しい内容や助成額・申請書・要項は、新潟県共同募金会ホームページ
（http://www.akaihane-niigata.or.jp/）でご確認いただくか、南魚沼市社会福祉協議会で配布致します。

令和２年度赤い羽根共同募金助成公募

認知症や介護のこと、話してみませんか？お聞かせください！

介護者交流会開催日

地域 日程 時間 場所 連絡先

大和地域
介護者交流会
「コスモス」

４月７日(火)
５月12日(火)
６月２日(火)

14：00 ～
15：30

特別養護老人ホーム
八色園内カフェスペース

高橋モトメ　☎779-3145
大和地域包括支援センター
　　　　　　☎777-3111

六日町地域
介護者交流会
「ほおずきの会」

４月５日(日)
５月お休み
６月５日(金)

13：30 ～
15：00

南魚沼市
福祉センターしらゆり

古藤　研一　☎772-4366
角田　啓子　☎772-4180
南魚沼市地域包括支援センター
　　　　　　☎773-6675

塩沢地域
介護者交流会
「コスモス」

４月10日(金)
５月８日(金)
６月10日(水)

10：00～
12：00

南魚沼市
塩沢老人福祉センター

田中日出子　☎782-4049
笛木　秀康　☎782-1764
塩沢地域包括支援センター
　　　　　　☎782-0252

※事前の予約は必要ありません。　※福祉センターしらゆりのお風呂は休館日です。
日 　 時　毎週月曜日　10：00～ 15：00　※5月4日(月)は祝日のためお休みします。
場 　 所　南魚沼市福祉センターしらゆり（小栗山303番地1）
参 加 費　100円（お茶・お菓子代として） 
イベント日　４月20日(月)　11：00～　みんなでやってみよう！牛乳パックで小物入れ作り！
　　　　　　　　　　　　　　　※空の牛乳パックをお持ちください。
　　　　　５月18日(月)　11：00～　こころときめく☆ハーバリウム作り！
皆様のご参加お待ちしております。“しゃべり場お六”では、ボランティアスタッフを募集しています。
ご興味がある方は、是非見学にいらしてください。

４月・５月の“しゃべり場お六”
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下記①～④を満たす方を対象に、紙おむつ購入費助成をします。申請をご希望の方は、問合せ
先までご連絡をお願いします。 

①4月1日現在、南魚沼市に住所を有している方。
②在宅において常時紙おむつを必要とする満3歳以上満65歳未満の方。
③療育手帳もしくは身体障害者手帳（1～ 3級）所持者、または
　要介護者かそれに準ずる方。
④南魚沼市で行っている、地域生活支援事業の日常生活用具給
　付等事業（排泄管理支援用具）を利用されていない方。

助 成 額：一人上限30,000円（年額）
問合せ先：地域福祉係　☎773-6911

令和２年度　紙おむつ購入費助成事業のご案内

　南魚沼市に住所を有し、南魚沼市より療育のため、南魚沼市外の病院・施設で定期的に訓練
をする乳幼児の保護者を対象に交通費助成事業を行っています。詳しくは、問合せ先までご連絡
をお願いします。

※ここでいう乳幼児とは、生後0日から小学校就学に達する年の３月31日までの間にある方を
　指します。
※療育手帳等、各種公的手当を取得した日を
　もって助成の対象外となる等制限があります。

詳細についてはお問合せください。
問合せ先：地域福祉係　☎：773-6911

令和2年度　療育を要する乳幼児家庭の交通費助成のご案内

〒949-7144　新潟県南魚沼市野田585-1　TEL 025-776-7060
介護に関するご相談・お問い合わせは・・・

KEEP HEART 心のぬくもりと、やさしさが原点です。

0120ー634ー000

福祉用具レンタル・販売・住宅改修
(ベッド・車いす・歩行器・ポータブルトイレ等…)

TEL 025-782-4315
FAX 025-782-4316

〒949-6408
南魚沼市塩沢787-5

介護に関すること、些細
なことなんでも、お気軽
にご相談ください！！

１、広域助成

２、南魚沼市一般公募助成

　南魚沼市共同募金委員会では、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、地域活動費に対して助成を
行います。
　詳しい内容や助成額・申請書・要項は、南魚沼市社会福祉協議会で説明、配布します。
助成基準　（1）助成額　１団体１事業10万円以内
　　　　　（2）助成率　申請事業費の90％以内（自己負担１割とする）
参 考　過去助成承認した申請内容（一例）
　　　　　・講演会講師謝礼金や旅費交通費
　　　　　・団体活動備品購入代
締 切 日　５月15日(金)
提出先・問合せ先　地域福祉係　☎ 773-6911

新潟県共同募金会では、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、地域活動費に対して助成を行います。
　・県広域社会福祉団体助成　　・社会福祉施設整備費助成　　・地域活動支援センター等助成
　・地域活動支援事業助成

詳しい内容や助成額・申請書・要項は、新潟県共同募金会ホームページ
（http://www.akaihane-niigata.or.jp/）でご確認いただくか、南魚沼市社会福祉協議会で配布致します。

令和２年度赤い羽根共同募金助成公募

認知症や介護のこと、話してみませんか？お聞かせください！

介護者交流会開催日

地域 日程 時間 場所 連絡先

大和地域
介護者交流会
「コスモス」

４月７日(火)
５月12日(火)
６月２日(火)

14：00 ～
15：30

特別養護老人ホーム
八色園内カフェスペース

高橋モトメ　☎779-3145
大和地域包括支援センター
　　　　　　☎777-3111

六日町地域
介護者交流会
「ほおずきの会」

４月５日(日)
５月お休み
６月５日(金)

13：30 ～
15：00

南魚沼市
福祉センターしらゆり

古藤　研一　☎772-4366
角田　啓子　☎772-4180
南魚沼市地域包括支援センター
　　　　　　☎773-6675

塩沢地域
介護者交流会
「コスモス」

４月10日(金)
５月８日(金)
６月10日(水)

10：00～
12：00

南魚沼市
塩沢老人福祉センター

田中日出子　☎782-4049
笛木　秀康　☎782-1764
塩沢地域包括支援センター
　　　　　　☎782-0252

※事前の予約は必要ありません。　※福祉センターしらゆりのお風呂は休館日です。
日 　 時　毎週月曜日　10：00～ 15：00　※5月4日(月)は祝日のためお休みします。
場 　 所　南魚沼市福祉センターしらゆり（小栗山303番地1）
参 加 費　100円（お茶・お菓子代として） 
イベント日　４月20日(月)　11：00～　みんなでやってみよう！牛乳パックで小物入れ作り！
　　　　　　　　　　　　　　　※空の牛乳パックをお持ちください。
　　　　　５月18日(月)　11：00～　こころときめく☆ハーバリウム作り！
皆様のご参加お待ちしております。“しゃべり場お六”では、ボランティアスタッフを募集しています。
ご興味がある方は、是非見学にいらしてください。

４月・５月の“しゃべり場お六”
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どんな活動をしているのですか？

　毎週木曜の夜、愉快なろう者の先生から手話を教わり、その月の最終木曜日には茶話会を行っています。
月に１回土日の日中に開催するイベントや他地域との交流会、年に1度社協さんと一緒に開催する手話体験
講座などもあり、毎回笑いながら楽しく活動しています。
今年は創立25周年！現在、手話歌や手話落語披露のイベントを秋に向けて企画中です！

紹介しま
す！

塩 沢 手 話 サ ー ク ル塩 沢 手 話 サ ー ク ル

Q１

活動をしていて良かったなぁと思うことを教えてください

　声を出すのが難しい、言葉が出てこない、人と喋ることが苦手…など、耳が聞こえていてもコミュニケーショ
ンに困難を抱えている人は沢山います。自分たちを含め、様々な立場の人が手話を覚えることで「自分から
挨拶ができた！」「会話の幅が広がった！」など変わっていけることが嬉しいです。
　手話が通じた時の嬉しさも格別です！ また、駅のホームなどの離れた場所、図書館などの静かにしなきゃ
いけない場所、カラオケなどの賑やかな場所、プールや温泉などのガラス越しの場所、または口に食べ物
を頬張っている時や歯磨き中など、声での会話が難しい場面でもコミュニケーションがとれた時に、手話を
勉強していて良かったなぁとつくづく感じます。(☆▽☆)‼

Q2

　新しいことを始めてみよう♪と思っている人、ー歩踏み出してみてください！きっと、世界が広がります。
新しい出会いが待っています。
　手話がわからなくても大丈夫。一緒に楽しみませんか？

　日常生活で役立つ場面が意外と多い手話の世界。イベントも盛りだくさんで、楽しみながら手話と友達
になれそうですね。
　創設されて四半世紀の歴史ある塩沢手話サークル。これから入会希望者が続々と現れる予感がします…！

これから手話を始めたいと思っている方に向けてメッセージをお願いします！Q3

＜ 編集より ＞

クリスマス会でカップケーキ作り。
みんなで「クリスマス(手話)」でパチリ！

新年会で手話すごろく。
イケメン勢も福笑いで大盛り上がり♪

・・

● 居宅介護支援事業所　　☎773-6925
● 養護老人ホーム魚沼荘　 ☎775-2022
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● 本所　　　 ☎773-6911
● 塩沢支所　 ☎782-2007

● 大和支所　　　　 ☎779-2278
● 訪問介護事業所　 ☎788-1040

この「みなみうおぬま社協だより」は、
社協会費と共同募金配分金を活用
して発行しています

南魚沼市社会福祉協議会問合せ先

社会福祉協議会は、住民の皆様の参加と関係機関・団体との協力により
「誰もが安心して暮らせるふくしのまちづくり」を進める、社会福祉法（第１０９条）に定められた民間団体です。

ホームページ facebook


