
北里大学 保健衛生専門学院 2 年　平野さん
　手作りマスクを作るボランティア活動があることはニュースなどで知って
いましたが、どこに声を掛けたら良いかわからず、機会がありませんでした。
そんな時、社協のマスクづくりボランティア募集を知り、自分でも何か協力
できることがあればと思って手を挙げてみました。
　手縫いで大変だったけど、頑張って作りました。ぜひ使ってもらいたいです。

（5月7日）
　手作りマスクは一枚ずつ丁寧に梱包して、高齢者世帯
など必要なお宅へお渡ししています。

３月以降、
「困っている方に使ってほしい」と
地域の方から沢山の手作りマスクが

届いています！

やさしさの輪が ひろがりました

新型コロナ
ウィルス感染症の
影響を受けている
方々を応援します
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緊急小口資金（特例貸付）のご案内

―フードドライブを開催します―

生活福祉資金貸付制度
　新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付
を必要とする世帯への貸付を行います。(ご返済をいただく必要があります)　

家庭で余っている食品を持ち寄り、そ
れらをまとめてフードバンク活動団体
等を通じて食べ物に困っている方々に
提供するもので、食品ロスの削減にも
つながる取組です。

詳しくはお問い合わせ下さい。　 生活支援係（くらしのサポートセンターみなみ）　☎773-6919問合せ先

■受付期間 ： ～6月30日（火）
■受付場所 ： 福祉センターしらゆり （小栗山303-1）
　　　　　　 大和老人福祉センター （大崎594-1）
　　　　　　 塩沢老人福祉センター （塩沢1112-38）

□お米（玄米、もち米も可。ただし、平成31年春以降収穫のもの）
□保存食品（乾麺、缶詰、瓶詰等）
□乾物（のり・豆等）　
□調味料各種、食用油
□インスタント食品・レトルト食品
□飲料（ジュース、コーヒー・お茶等）
□ギフトパック（お歳暮・お中元等）

設置者　フードバンクにいがた長岡センター
　　　　担当 ： 山崎一雄
　　　　（連絡先090-2142-6119）

※なお、受付は、食品の安全確保の観点から、月曜日～金曜日の
　９：００～１７：１５とさせていただきます。（祝祭日は受付不可）

■貸付上限額

■据 置 期 間
■償 還 期 間
■貸 付 利 子

10万円以内
（学校等の休業、個人事業主等の
 特例20万円以内）
1年以内
2年以内
無利子

■貸付上限額

■据 置 期 間
■償 還 期 間
■貸 付 利 子

（2人以上）　月20万円以内
（ 単　身 ）　月15万円以内
貸付期間 ： 原則3月以内
1年以内
2年以内
無利子

休業・収入減少された方向け
（緊急小口資金）

失業された方等向け
（総合支援資金）　　　※生活支援費のみ

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
に少額の費用の貸付を行います。

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行い
ます。

寄付いただきたい食品

地域福祉係　☎773-6911お問合せ

上記の内、①未開封品で　②常温保管が可能な
③賞味期限が２か月以上残っている食品です。

マスク作り
ボランティア
募集中

マスク作り
ボランティア
募集中

問合せ先 地域福祉係 ☎773-6911

期　間

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
フードバンク活動への緊急支援　

イメージキャラクター：ふーどん

　新型コロナウイルスの影響による経済的負担等の軽減を目的に、児童扶養手当を受給してい
るひとり親世帯の皆様へ　南魚沼市内の協力飲食店で利用出来る　『地域応援券』（1世帯
500円×4枚）を配布しました。

新型コロナウイルス対策緊急応援として新型コロナウイルス対策緊急応援として

地域応援事業地域応援事業

赤い羽根共同募金配分金事業

に取り組みました！に取り組みました！

地域福祉係　☎773-6911問合せ先

おうち時間
を活用して

、

赤い羽根
共同募金の

募金箱を作
りませんか？

募金箱 DIY プロジェクト
　南魚沼市社会福祉協議会と南魚沼市共同募金委員会
では、 「募金箱 DIY プロジェクト」 を行います。作成
いただいた募金箱は、赤い羽根共同募金運動時（10月1
日～12月31日）に使用を予定しています！ぜひご参加
ください。

市内にお住まいの方どなたでも

～7月31日

下記①～⑤の注意事項をご了承頂き、応募期間内に社
協本所へ、参加申込書と併せてご提出下さい。（参加
申込書は社協本所窓口でご用意しています）

①既存のキャラクター等（ディズニーやサンリオ等）や
市販の作成キットは使用不可とします。
②募金箱の大きさは縦・横・高さをそれぞれ30㎝以内
にしてください。
③募金箱作成の為の材料等は各自でご用意ください。
④募金箱は、赤い羽根共同募金運動時に使用を予定し
ていますので、お金の重みに耐えられる募金箱及び
南京錠等の取り付けが可能な募金箱にしてください。

⑤募金箱は1人1作品とさせていただきます。

•参加者全員に赤い羽根共同募金オリジナルグッズを
プレゼントします。（8月中旬頃発送予定）
•ご提出頂いた募金箱は返却いたしませんので、予め
ご了承ください。

対 象 者

応募期間

応募方法

注意事項

そ の 他

南魚沼市社会福祉協議会
 × 

南魚沼市共同募金委員会

　高齢者世帯や生活にお困りの世
帯、ボランティア活動時・・・・市内
にはまだまだマスクを必要として
いる方がいます。マスク作りにご
協力頂ける方からのご連絡をお待
ちしています。
　材料をお
持ちでない
方は、下記
へご連絡下
さい。

※ご連絡頂いた方に、マスクの材
料（布・紐・型紙）、型紙をお渡し
します。
※ミシンでも手縫いでもどちらで
も構いません。
※ご協力頂く枚数は、何枚でも結
構です。

※当会HPにも掲載しています
※当面は7月末までの受付となっております

～7月31日まで

社協は新型コロナウィルス感染症の 影響を受けている方々を応援します
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　外出の機会が少なくなり、特にご高齢の方は運動不足の方も多いのではないでしょうか？
　今回は、「南魚沼市筋力づくりサポーターの会」監修のもと、おうちで椅子に座りながらできる簡単な体操を
ご紹介します。

　ポイントは、「無理せず、頑張らず、あきらめず、楽しく」
　「毎日続けなきゃ！」と最初から頑張りすぎると逆に長続きしないものです。
　３日に1回の頻度でも十分です。テレビコマーシャルの合間など少しの時間でも良いので、無理のないスピードで、あきらめ
ず、楽しく運動を続けましょう。
　※体調の悪い時は無理をせず、違和感や痛みがあったときには運動を中止してください。

　筋力づくりサポーターの会は、南魚沼市の委託により「筋力づくり教室」を開催し、レインボー健
康体操の指導等を通じて高齢者の基礎体力の維持・向上を図ることを目的とした団体です。
　新型コロナウイルス感染症の影響により現在は活動を休止していますが、外出できる日が来たらぜひ
一緒に活動しましょう ！ 市内110ヵ所の会場で213名のサポーターが皆さんをお待ちしています！

用意するもの用意するもの

新聞紙のカラー紙面
安全ピン（コサージュ用ピン）
マニキュア
のり・ボンド・はさみ・竹串

1面分
1個
 １色

カラー紙面から花びら３枚と花芯を
切り出します。

【花びら】
７㎝×１４cm、８㎝×１６㎝、９㎝×１８cm

【花芯】３㎝×３０cm
【ピンを貼り付ける紙】１㎝×２cm程度

　昨年、定期型お茶の間サロン“しゃべり場お
六”のイベントで作った新聞紙コサージュの作
り方を紹介します。お家にあるもので簡単にで
きるので、ぜひ作ってみて下さい♪

三角に折った角を写真のように折り、
さらに点線・実線の部分で折ります。

（実線の部分は、後の紙も一緒に折り
ます。）

22

花びらの中心にボンドを塗り、大きい
順からかさねて貼り付けていきます。

55

❺の３枚の花びらの中心に、ボンドで
花芯を貼り付けます。※ボンドが乾い
てから、マニキュアを全体に塗ります。

88

写真のような形に折りあがります。線
の部分をはさみで切り落とします。

33

花芯を作ります。花芯用の新聞紙を縦
半分に折り、のり付けします。半分に
折った輪の側に２～３mm幅の切り込
みを入れます。

66

くるくると巻いていき、巻き終わりは
のりで止めます。
花芯の完成です。

77

マニキュアが乾いたら、裏側に安全ピン
をボンドで貼ります。さらに、１×２cm程
度の新聞紙をボンドで貼り付け、ピンが
外れないように補強して出来上がり！

99

花びらを半分に折り、正方形の紙にし、
点線の部分を折ります。
(※点線がわかりやすいように無地の
用紙で代用しています)

作り方作り方11

足を交互に上下に動かして「足踏み」をし
ます。床を合計30回踏みましょう。❷❷

かかとを床につけて両足のつま先を上げ
る運動を10回繰り返します。続いて、つ
ま先を床につけて両足のかかとを上げる
運動を10回繰り返しましょう。

❸❸

浅めに腰掛け、写真のように椅子を両手
でつかみます。❶❶

つま先を支点にかかとを左右に動かす運
動、逆にかかとを支点につま先を動かす
運動をそれぞれ10回繰り返しましょう。

❹❹

かんたんトレーニングおうちで

　できる、 

「南魚沼市筋力づくりサポーターの会」監修

開くとこのような５枚の花びらになりま
す。花びらの切り込みが小さいような
ら、はさみで切り込みを入れます。花び
らの先に竹串で丸みをつけ、さらに両側
からしわを寄せます。（これをあと2枚）

44 新聞紙の
花火の柄

新聞紙で
コサージュ作り！
新聞紙で
コサージュ作り！

“しゃべり場お六”はどなたでもご参加できる

定期型お茶の間サロンです。

　７月に再開予定ですのでぜひお待ちしてま

す！（しらゆりで毎週月曜10時～ 15時開催、

予約不要で出入は自由です！参加費100円）
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　※体調の悪い時は無理をせず、違和感や痛みがあったときには運動を中止してください。

　筋力づくりサポーターの会は、南魚沼市の委託により「筋力づくり教室」を開催し、レインボー健
康体操の指導等を通じて高齢者の基礎体力の維持・向上を図ることを目的とした団体です。
　新型コロナウイルス感染症の影響により現在は活動を休止していますが、外出できる日が来たらぜひ
一緒に活動しましょう ！ 市内110ヵ所の会場で213名のサポーターが皆さんをお待ちしています！

用意するもの用意するもの

新聞紙のカラー紙面
安全ピン（コサージュ用ピン）
マニキュア
のり・ボンド・はさみ・竹串

1面分
1個
 １色

カラー紙面から花びら３枚と花芯を
切り出します。

【花びら】
７㎝×１４cm、８㎝×１６㎝、９㎝×１８cm

【花芯】３㎝×３０cm
【ピンを貼り付ける紙】１㎝×２cm程度

　昨年、定期型お茶の間サロン“しゃべり場お
六”のイベントで作った新聞紙コサージュの作
り方を紹介します。お家にあるもので簡単にで
きるので、ぜひ作ってみて下さい♪

三角に折った角を写真のように折り、
さらに点線・実線の部分で折ります。

（実線の部分は、後の紙も一緒に折り
ます。）

22

花びらの中心にボンドを塗り、大きい
順からかさねて貼り付けていきます。

55

❺の３枚の花びらの中心に、ボンドで
花芯を貼り付けます。※ボンドが乾い
てから、マニキュアを全体に塗ります。

88

写真のような形に折りあがります。線
の部分をはさみで切り落とします。

33

花芯を作ります。花芯用の新聞紙を縦
半分に折り、のり付けします。半分に
折った輪の側に２～３mm幅の切り込
みを入れます。

66

くるくると巻いていき、巻き終わりは
のりで止めます。
花芯の完成です。

77

マニキュアが乾いたら、裏側に安全ピン
をボンドで貼ります。さらに、１×２cm程
度の新聞紙をボンドで貼り付け、ピンが
外れないように補強して出来上がり！

99

花びらを半分に折り、正方形の紙にし、
点線の部分を折ります。
(※点線がわかりやすいように無地の
用紙で代用しています)

作り方作り方11

足を交互に上下に動かして「足踏み」をし
ます。床を合計30回踏みましょう。❷❷

かかとを床につけて両足のつま先を上げ
る運動を10回繰り返します。続いて、つ
ま先を床につけて両足のかかとを上げる
運動を10回繰り返しましょう。

❸❸

浅めに腰掛け、写真のように椅子を両手
でつかみます。❶❶

つま先を支点にかかとを左右に動かす運
動、逆にかかとを支点につま先を動かす
運動をそれぞれ10回繰り返しましょう。

❹❹

かんたんトレーニングおうちで

　できる、 

「南魚沼市筋力づくりサポーターの会」監修

開くとこのような５枚の花びらになりま
す。花びらの切り込みが小さいような
ら、はさみで切り込みを入れます。花び
らの先に竹串で丸みをつけ、さらに両側
からしわを寄せます。（これをあと2枚）

44 新聞紙の
花火の柄

新聞紙で
コサージュ作り！
新聞紙で
コサージュ作り！

“しゃべり場お六”はどなたでもご参加できる

定期型お茶の間サロンです。

　７月に再開予定ですのでぜひお待ちしてま

す！（しらゆりで毎週月曜10時～ 15時開催、

予約不要で出入は自由です！参加費100円）
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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！！

◆ ◆

*** 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

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♪

私たちと一緒に地域の私たちと一緒に地域の

づくりを進めませんか！づくりを進めませんか！

ふ だんのだんの く らしのらしの し あわせあわせ

　社協は “安心して暮らせる福祉のまちづくり” をめざして、地域の皆さんが主役となる地域福祉の活動を進めて
います。そしてその活動を支えているのが “社協会費” です。
　昨年度は皆様からご協力頂いた社協会費を、このような場面で活用させて頂きました。

　今年度は、地域で新型コロナウィルスにより影響を受けている方への支援事業にも、
社協会費を活用させて頂きます。
　社協は、地域の皆様のための組織です。ぜひ皆様からの声をお聞かせください！！　

地域のふくしを応援して下さる企業様、個人様

～社協会費にご協力をお願いします～

災害ボランティア活動の支援 市内小中学校での福祉出前講座 地域の助け合い活動なじょもネット

地域のふくしに一緒に
種まきしませんか？

・・・この他にも多くの地域福祉事業に活用させて頂いています。

　社会福祉協議会は、「社会福祉法」という法律に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と
規定された、営利を目的としない公共性の高い民間の組織です。全国すべての都道府県・市区町村
に設置されていて、社会福祉協議会を略して「社協」といっています。全国すべての市区町村に設置
されていますが、社協それぞれは独立した組織であり、それぞれの地域に応じた形で事業に取り組ん
でいます。

　どちらも南魚沼市社協の活動に賛同頂き、「会費の納入を通して地域福祉を応援」頂く個
人・企業様です。ご協力内容に違いはありませんが、それぞれの特典の違いにより呼び方を変えてい
ます。どちらの会員様も「地域ふくしサポーター」として社協だよりやホームページでご紹介させて頂
きます（紹介については任意です)。

　当会ホームページお問い合わせフォームまたは電話にて、総務係へご連絡ください。

広告の規格や掲載時期
等については、お問い
合わせ下さい。

よくある質問　・・・社協ってどういう組織？

社協会費はいくらですか？
社協会費には次の種類があり
ます。
※賛助会員、特別会員加入については
　右のページをご覧ください。

当会窓口で納入

金融機関窓口で納入

本所・大和支所・塩沢支所にて直接受け付けできます。

当会HP社協会費－賛助会員入会お申込みフォームから、またはお電話にてご連絡下さい。
振込用紙等をお送りさせて頂きます。（北越銀行六日町支店、JAみなみ魚沼南魚沼市管内各支店のみ）

賛助会員・特別会員賛助会員・特別会員 へのご入会をお待ちしています！へのご入会をお待ちしています！

賛助会員と特別会員の違いは何ですか？

１．お手続き方法

２．税制上の優遇措置 ご協力いただいた会費について、確定申告により税制上の優遇措置が受けられます。

社協だより
ホームページ

１口
２回

４か月間

２口
４回

８か月間

３口
６回

12か月間

１．お手続き方法

２．特典等 口数に応じた期間、南魚沼市社協だより、当会ホームページに広告を掲載頂けます。
※尚、広告枠がすでに埋まっている場合もございますので、事前にお問い合わせください。

地域の福祉みんなが主役です！

賛助会員 対象 ： 企業様　1口10,000円　　個人様　1口1,000円

特別会員 対象 ： 企業様のみ　1口10,000円

総務係　☎773-6911問合せ先

ご依頼方法等金額(1口年額)対　象種　類

一般会員

賛助会員

特別会員

市内世帯様

企業様

個人様

企業様

6月に自治会を通じて
お願いさせて頂いてい
ます。
確定申告により税制上
の優遇措置が受けられ
ます。（個人様 2,000円
以上で対象）
社協だより ・ 社協ホー
ムページに広告を掲載
頂けます。

600円

1,000円

10,000円

10,000円

企　業　様

個　人　様 所得税法の寄付金控除を受けることができます。また、市内在住の方は、個人住民税の
「寄附金税額控除を受けることができます（2,000円以上で対象）。」

税制上の優遇措置の内容
法人税法の規定により、一定の限度内で「損金算入」することができます。

当会HPへ
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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！！

◆ ◆

*** 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

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♪

私たちと一緒に地域の私たちと一緒に地域の

づくりを進めませんか！づくりを進めませんか！

ふ だんのだんの く らしのらしの し あわせあわせ

　社協は “安心して暮らせる福祉のまちづくり” をめざして、地域の皆さんが主役となる地域福祉の活動を進めて
います。そしてその活動を支えているのが “社協会費” です。
　昨年度は皆様からご協力頂いた社協会費を、このような場面で活用させて頂きました。

　今年度は、地域で新型コロナウィルスにより影響を受けている方への支援事業にも、
社協会費を活用させて頂きます。
　社協は、地域の皆様のための組織です。ぜひ皆様からの声をお聞かせください！！　

地域のふくしを応援して下さる企業様、個人様

～社協会費にご協力をお願いします～

災害ボランティア活動の支援 市内小中学校での福祉出前講座 地域の助け合い活動なじょもネット

地域のふくしに一緒に
種まきしませんか？

・・・この他にも多くの地域福祉事業に活用させて頂いています。

　社会福祉協議会は、「社会福祉法」という法律に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と
規定された、営利を目的としない公共性の高い民間の組織です。全国すべての都道府県・市区町村
に設置されていて、社会福祉協議会を略して「社協」といっています。全国すべての市区町村に設置
されていますが、社協それぞれは独立した組織であり、それぞれの地域に応じた形で事業に取り組ん
でいます。

　どちらも南魚沼市社協の活動に賛同頂き、「会費の納入を通して地域福祉を応援」頂く個
人・企業様です。ご協力内容に違いはありませんが、それぞれの特典の違いにより呼び方を変えてい
ます。どちらの会員様も「地域ふくしサポーター」として社協だよりやホームページでご紹介させて頂
きます（紹介については任意です)。

　当会ホームページお問い合わせフォームまたは電話にて、総務係へご連絡ください。

広告の規格や掲載時期
等については、お問い
合わせ下さい。

よくある質問　・・・社協ってどういう組織？

社協会費はいくらですか？
社協会費には次の種類があり
ます。
※賛助会員、特別会員加入については
　右のページをご覧ください。

当会窓口で納入

金融機関窓口で納入

本所・大和支所・塩沢支所にて直接受け付けできます。

当会HP社協会費－賛助会員入会お申込みフォームから、またはお電話にてご連絡下さい。
振込用紙等をお送りさせて頂きます。（北越銀行六日町支店、JAみなみ魚沼南魚沼市管内各支店のみ）

賛助会員・特別会員賛助会員・特別会員 へのご入会をお待ちしています！へのご入会をお待ちしています！

賛助会員と特別会員の違いは何ですか？

１．お手続き方法

２．税制上の優遇措置 ご協力いただいた会費について、確定申告により税制上の優遇措置が受けられます。

社協だより
ホームページ

１口
２回

４か月間

２口
４回

８か月間

３口
６回

12か月間

１．お手続き方法

２．特典等 口数に応じた期間、南魚沼市社協だより、当会ホームページに広告を掲載頂けます。
※尚、広告枠がすでに埋まっている場合もございますので、事前にお問い合わせください。

地域の福祉みんなが主役です！

賛助会員 対象 ： 企業様　1口10,000円　　個人様　1口1,000円

特別会員 対象 ： 企業様のみ　1口10,000円

総務係　☎773-6911問合せ先

ご依頼方法等金額(1口年額)対　象種　類

一般会員

賛助会員

特別会員

市内世帯様

企業様

個人様

企業様

6月に自治会を通じて
お願いさせて頂いてい
ます。
確定申告により税制上
の優遇措置が受けられ
ます。（個人様 2,000円
以上で対象）
社協だより ・ 社協ホー
ムページに広告を掲載
頂けます。

600円

1,000円

10,000円

10,000円

企　業　様

個　人　様 所得税法の寄付金控除を受けることができます。また、市内在住の方は、個人住民税の
「寄附金税額控除を受けることができます（2,000円以上で対象）。」

税制上の優遇措置の内容
法人税法の規定により、一定の限度内で「損金算入」することができます。

当会HPへ
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定期型お茶の間サロン
し̈ゃべり場お六̈ 活動再開のお知らせ

定期型お茶の間サロン
し̈ゃべり場お六̈ 活動再開のお知らせ

【観光地】

福井県　　　山口県　　　富山県　　　秋田県　　　　群馬県　　　新潟県　　　福岡県　　　愛媛県
山形県　　　京都府　　　栃木県　　　鹿児島県　　　佐賀県　　　島根県　　　石川県　　　茨木県

【都道府県】

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6月22日（月）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。

〈前回の検定クイズ答え〉
栃木県

回答フォームへ

令和元年度 「あったか雪募金」 実績報告令和元年度 「あったか雪募金」 実績報告

　令和2年1月1日から3月末日まで令和元年度赤い羽根共同募金「あったか雪募金」運動を実施しました。各方面から大変多くの方
より深いご理解と温かいご協力をいただき、大きな成果を納めることができました。本当にありがとうございました。
　皆様からご協力いただきました募金は、新潟県共同募金会を通じ、南魚沼市内の高齢者や障がい者等の除雪活動（雪ほり）支援
のために大切に活用させていただきます。
　尚、あったか雪募金の募金箱・チラシの設置など、募金運動にご協力くださいました各種関係機関の皆様に深く感謝致しますとと
もに、募金結果についてご報告致します。
　今後とも一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

五十沢開発センター、池田記念美術館、浦佐ホテルオカベ、越後新潟ムイカスノーリゾート、大巻開発センター、グレースコートレア
リス、こころころりん山の温泉宿いろりあん、（株）シャトーテル塩沢、城内開発センター、鈴木牧之記念館、（有）田畑屋、ディスポー
ト南魚沼、トミオカホワイト美術館、（株）日章館、八海山スキー場、八海山麓サイクリングターミナル、ほてる  木の芽坂、（株）ホテ
ル坂戸城、道の駅  南魚沼　雪あかり、南魚沼市コミュニティーホールさわらび、南魚沼市塩沢公民館、南魚沼市民会館、南魚沼
市ふれ愛支援センター、南魚沼市役所（各庁舎）、（株）龍氣、龍言

あったか雪募金総額  281,955円 （令和２年4月28日現在）

254,000円
27,955円

281,955円

40個人
19ヶ所

個人募金
無人箱
合計

募金種別 実績額 内訳

南魚沼市共同募金委員会
会長　林　　茂　男

ご協力をいただきました皆様、ありがとうございました。

募金箱等の設置にご協力いただき、ありがとうございました。（敬称略）

耳 よ り 福 祉 情 報

南魚沼市身体障がい者協会
市民パソコン教室のお知らせ
南魚沼市身体障がい者協会

市民パソコン教室のお知らせ

児童遊具設置助成事業の募集児童遊具設置助成事業の募集
　当会では、赤い羽根共同募金を財源として、行政区が管理をしている児童公園等の遊具設置費用や修繕費用の一部助成を
行っております。
　遊具の入れ替えや新規購入、設置済み遊具の修理を予定されている行政区がございましたら、本事業をご活用ください。

締　　切
申請時提出書類

申請・お問合せ先

令和２年６月３０日(火)
①児童遊具設置助成申請書（様式第１号）
②遊具設置費用見積書（写しでも可）
③設置する公園等の位置の分かるもの（住宅地図の写しなど）
地域福祉係 ☎773-6911

日　時 ： 7月～ 9月の期間の月・水・金曜日
時　間 ： ①  9時30分 ～ 11時30分
　　　　 ②13時30分 ～ 15時30分
場　所 ： 南魚沼市ふれ愛支援センター（坂戸399-1）
定　員 ： ①午前・②午後　各4名
内　容 ： ワード・エクセル・ハガキ作成などの教室です
受講料 ： 1回2時間1,000円×34回+経費　総額38,000円
その他 ： ノートパソコンの持込受講のみとさせていただきます。
　　　　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催を中止等
　　　　する場合があります。詳細は講師までお問合せください。
 
申込・問合わせ先 ： 講師　高橋　☎080-1227-3901

今月は、日本の観光
地クイズだよ ！
有名な観光地があ
る都道府県と結び
つけてみてね。最
後に５つ残った都道
府県名をすべて書
いて送ってね ！
皆さんの「おうちで
の過ごし方」も一緒
に書いて送ってもら
えると嬉しいです！！

●千と千尋の神隠しの温泉施設のモデルとも言われる「道後温泉本館」

●特別天然記念物に選ばれた世界的にも希少な鍾乳洞「秋芳洞」

●学問の神様で知られる菅原道真公をお祀りする神社「太宰府天満宮」

●世界自然遺産にも登録されている自然の宝庫「屋久島」

●赤い鳥居のトンネルが印象的な「伏見稲荷大社」

●日本一の高さを誇り、放水も圧巻のアーチ式ダム「黒部ダム」

●約500種2万点の水生生物の飼育・展示をする日本海側有数の水族館「マリンピア日本海」

●縁結びの神様として大国主大神をまつる神社「出雲大社」

●三猿、眠り猫の彫刻が有名。徳川家康が祀られている「日光東照宮」

●冬の風物詩である雪吊りのライトアップが幻想的な日本三名園の一つ「兼六園」

●連なる提灯を米俵に見立てて、豊作を祈る祭り「竿灯まつり」

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　） 介護者交流会開催日介護者交流会開催日
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！

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により開催中止となる場合がありますので、事前
　にお問い合わせ頂きますようお願いします。

大和地域
介護者交流会
「コスモス」

六日町地域
介護者交流会

「ほおずきの会」

塩沢地域
介護者交流会
「ひなげし」

６月2日（火）
７月7日（火）
８月4日（火）

14：00

～

15：30

13：30

～

15：00

10：00

～

12：00

6月5日（金）
7月5日（日）
8月5日（水）

６月10日（水）
７月10日（金）
８月  7日（金）

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

角田　啓子　☎772-4180
佐藤登美子　☎773-2308
南魚沼市地域包括支援センター
　　　　　　☎773-6675

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

特別養護老人ホーム
八色園内カフェスペース

南魚沼市
福祉センターしらゆり

南魚沼市
塩沢老人福祉センター

地　域 日　程 時間 場　所 連絡先

ケアマネ試験ケアマネ試験

配布期間 ： 令和2年6月15日（月）～
　　　　　 7月10日（金）
配布場所 ： 南魚沼市社会福祉協議会
　　　　　 本所（小栗山303-１）
問合せ先 ： ●配布について
　　　　　　南魚沼市社会福祉協議会
　　　　　　総務係 ☎773-6911
　　　　　 ●手引きの内容、試験につ
　　　　　   いて
　　　　　　新潟県社会福祉協議会
　　　　　　福祉人材課 
　　　　　　   ☎025-281-5526
※手引きの内容については、新潟県社
　会福祉協議会ホームページに記載
　されています。

第23回介護支援専門員実務研修受講
試験『受験の手引き』の配布

開  催 日 ： 毎週月曜日　10時～ 15時
開催場所 ： 福祉センターしらゆり大広間
参  加  費 ： 100円　　　　　　　　　　　　　

新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、3月から
活動を自粛していましたが、7月6日（月）より活動を再開
させていただきます。

■再開にあたり下記対策やお願いを実施いたします。
□体調に不安のある方は参加を自粛するなど、無理な参加

をしないようお願いします。
□参加する方はマスク着用と咳エチケットをお願いします。
□参加者には個別ヒアリング、検温を行い、活動中も利用

者間の距離や換気、手洗い、手指消毒等を徹底します。
□会場にはアルコール消毒液を設置、使用した物品も活動

終了後にアルコール消毒いたします。

レッツ脳トレ♪クイズで応
募レッツ脳トレ♪クイズで応
募
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定期型お茶の間サロン
し̈ゃべり場お六̈ 活動再開のお知らせ

定期型お茶の間サロン
し̈ゃべり場お六̈ 活動再開のお知らせ

【観光地】

福井県　　　山口県　　　富山県　　　秋田県　　　　群馬県　　　新潟県　　　福岡県　　　愛媛県
山形県　　　京都府　　　栃木県　　　鹿児島県　　　佐賀県　　　島根県　　　石川県　　　茨木県

【都道府県】

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6月22日（月）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。

〈前回の検定クイズ答え〉
栃木県

回答フォームへ

令和元年度 「あったか雪募金」 実績報告令和元年度 「あったか雪募金」 実績報告

　令和2年1月1日から3月末日まで令和元年度赤い羽根共同募金「あったか雪募金」運動を実施しました。各方面から大変多くの方
より深いご理解と温かいご協力をいただき、大きな成果を納めることができました。本当にありがとうございました。
　皆様からご協力いただきました募金は、新潟県共同募金会を通じ、南魚沼市内の高齢者や障がい者等の除雪活動（雪ほり）支援
のために大切に活用させていただきます。
　尚、あったか雪募金の募金箱・チラシの設置など、募金運動にご協力くださいました各種関係機関の皆様に深く感謝致しますとと
もに、募金結果についてご報告致します。
　今後とも一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

五十沢開発センター、池田記念美術館、浦佐ホテルオカベ、越後新潟ムイカスノーリゾート、大巻開発センター、グレースコートレア
リス、こころころりん山の温泉宿いろりあん、（株）シャトーテル塩沢、城内開発センター、鈴木牧之記念館、（有）田畑屋、ディスポー
ト南魚沼、トミオカホワイト美術館、（株）日章館、八海山スキー場、八海山麓サイクリングターミナル、ほてる  木の芽坂、（株）ホテ
ル坂戸城、道の駅  南魚沼　雪あかり、南魚沼市コミュニティーホールさわらび、南魚沼市塩沢公民館、南魚沼市民会館、南魚沼
市ふれ愛支援センター、南魚沼市役所（各庁舎）、（株）龍氣、龍言

あったか雪募金総額  281,955円 （令和２年4月28日現在）

254,000円
27,955円

281,955円

40個人
19ヶ所

個人募金
無人箱
合計

募金種別 実績額 内訳

南魚沼市共同募金委員会
会長　林　　茂　男

ご協力をいただきました皆様、ありがとうございました。

募金箱等の設置にご協力いただき、ありがとうございました。（敬称略）

耳 よ り 福 祉 情 報

南魚沼市身体障がい者協会
市民パソコン教室のお知らせ
南魚沼市身体障がい者協会

市民パソコン教室のお知らせ

児童遊具設置助成事業の募集児童遊具設置助成事業の募集
　当会では、赤い羽根共同募金を財源として、行政区が管理をしている児童公園等の遊具設置費用や修繕費用の一部助成を
行っております。
　遊具の入れ替えや新規購入、設置済み遊具の修理を予定されている行政区がございましたら、本事業をご活用ください。

締　　切
申請時提出書類

申請・お問合せ先

令和２年６月３０日(火)
①児童遊具設置助成申請書（様式第１号）
②遊具設置費用見積書（写しでも可）
③設置する公園等の位置の分かるもの（住宅地図の写しなど）
地域福祉係 ☎773-6911

日　時 ： 7月～ 9月の期間の月・水・金曜日
時　間 ： ①  9時30分 ～ 11時30分
　　　　 ②13時30分 ～ 15時30分
場　所 ： 南魚沼市ふれ愛支援センター（坂戸399-1）
定　員 ： ①午前・②午後　各4名
内　容 ： ワード・エクセル・ハガキ作成などの教室です
受講料 ： 1回2時間1,000円×34回+経費　総額38,000円
その他 ： ノートパソコンの持込受講のみとさせていただきます。
　　　　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催を中止等
　　　　する場合があります。詳細は講師までお問合せください。
 
申込・問合わせ先 ： 講師　高橋　☎080-1227-3901

今月は、日本の観光
地クイズだよ ！
有名な観光地があ
る都道府県と結び
つけてみてね。最
後に５つ残った都道
府県名をすべて書
いて送ってね ！
皆さんの「おうちで
の過ごし方」も一緒
に書いて送ってもら
えると嬉しいです！！

●千と千尋の神隠しの温泉施設のモデルとも言われる「道後温泉本館」

●特別天然記念物に選ばれた世界的にも希少な鍾乳洞「秋芳洞」

●学問の神様で知られる菅原道真公をお祀りする神社「太宰府天満宮」

●世界自然遺産にも登録されている自然の宝庫「屋久島」

●赤い鳥居のトンネルが印象的な「伏見稲荷大社」

●日本一の高さを誇り、放水も圧巻のアーチ式ダム「黒部ダム」

●約500種2万点の水生生物の飼育・展示をする日本海側有数の水族館「マリンピア日本海」

●縁結びの神様として大国主大神をまつる神社「出雲大社」

●三猿、眠り猫の彫刻が有名。徳川家康が祀られている「日光東照宮」

●冬の風物詩である雪吊りのライトアップが幻想的な日本三名園の一つ「兼六園」

●連なる提灯を米俵に見立てて、豊作を祈る祭り「竿灯まつり」

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　）

（　　　　　　） 介護者交流会開催日介護者交流会開催日
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！

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により開催中止となる場合がありますので、事前
　にお問い合わせ頂きますようお願いします。

大和地域
介護者交流会
「コスモス」

六日町地域
介護者交流会

「ほおずきの会」

塩沢地域
介護者交流会
「ひなげし」

６月2日（火）
７月7日（火）
８月4日（火）

14：00

～

15：30

13：30

～

15：00

10：00

～

12：00

6月5日（金）
7月5日（日）
8月5日（水）

６月10日（水）
７月10日（金）
８月  7日（金）

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

角田　啓子　☎772-4180
佐藤登美子　☎773-2308
南魚沼市地域包括支援センター
　　　　　　☎773-6675

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

特別養護老人ホーム
八色園内カフェスペース

南魚沼市
福祉センターしらゆり

南魚沼市
塩沢老人福祉センター

地　域 日　程 時間 場　所 連絡先

ケアマネ試験ケアマネ試験

配布期間 ： 令和2年6月15日（月）～
　　　　　 7月10日（金）
配布場所 ： 南魚沼市社会福祉協議会
　　　　　 本所（小栗山303-１）
問合せ先 ： ●配布について
　　　　　　南魚沼市社会福祉協議会
　　　　　　総務係 ☎773-6911
　　　　　 ●手引きの内容、試験につ
　　　　　   いて
　　　　　　新潟県社会福祉協議会
　　　　　　福祉人材課 
　　　　　　   ☎025-281-5526
※手引きの内容については、新潟県社
　会福祉協議会ホームページに記載
　されています。

第23回介護支援専門員実務研修受講
試験『受験の手引き』の配布

開  催 日 ： 毎週月曜日　10時～ 15時
開催場所 ： 福祉センターしらゆり大広間
参  加  費 ： 100円　　　　　　　　　　　　　

新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、3月から
活動を自粛していましたが、7月6日（月）より活動を再開
させていただきます。

■再開にあたり下記対策やお願いを実施いたします。
□体調に不安のある方は参加を自粛するなど、無理な参加

をしないようお願いします。
□参加する方はマスク着用と咳エチケットをお願いします。
□参加者には個別ヒアリング、検温を行い、活動中も利用

者間の距離や換気、手洗い、手指消毒等を徹底します。
□会場にはアルコール消毒液を設置、使用した物品も活動

終了後にアルコール消毒いたします。

レッツ脳トレ♪クイズで応
募レッツ脳トレ♪クイズで応
募
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どんな活動をしているのですか？

　小学生の登校時や下校時の交通安全指導を行っています。私が担当している栄町の交差点は市道と県道
が交わる公道で、通勤時には車の往来も多く、信号機と横断歩道があるとは言え、児童の通行には十分に
気を付けなければならない所です。小学生が交差点にさしかかると、信号機が青になるのを待って、「横断中」
の表示の旗を使って通路を確保し、安全に渡れるようにしています。

紹介しま
す！

六 日 町 小 学 校 ス ク ー ル ガ ー ド六 日 町 小 学 校 ス ク ー ル ガ ー ド

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

　登校時には「おはようございます」「いってらっしゃい」、下校時には「おかえりなさい」「ただいま」の
声を交わせることが、社会的なつながりを実感できる時で、うれしくなるときです。また、遠くからこちらの
姿を見つけると手を振ってくれたりすることもあり、親しさを増すときでもあります。
　登校前から交差点付近の歩道に立ちますが、行きかう地域の方々と挨拶を交わすことも、地域の一員で
あることを実感する時です。
　３月から５月にかけて新型コロナ感染症防止の臨時休校がありましたが、登校が再開された日の朝のこど
もたちの顔は、どの子も生き生きとしており、うれしそうだったことは、忘れられません。

Q2

　様々な場面で「我慢」と「変化」を強いられる日々が続いています。そういった中で学校の再開は、
子どもたちはもちろん、大人たちにとっても待ちわびていた「日常」のひとつだったのではないでしょうか。
　取材当日の5月11日は曇り空のお天気でしたが、児童の皆さんの元気な姿が景色を明るくしてくれまし
た。ドライバーのみなさん、地域の宝物を守るため、どうか安全運転にご協力ください。

市内の小学生のみなさんに向けてメッセージをお願いします！Q3

＜ 編集より ＞

　「交通ルールを守りましょう」・・・下校時は一人で歩くことが多いと思いますが、安全を確認して信号機
に従い、自分の目で安全をたしかめてから、横断歩道をわたるようにしてください。
　「急なかけだしはしないようにしよう」・・・歩道を歩いているときでも、急に走り出すと他の歩行者や自
転車に乗っている人にぶつかってケガをしてしまうかもしれません。
　「歩道上でも車道に近づきすぎないようにしましょう」・・・大きく長い車は、角を曲がるとき、内側に大
きく食い込んできます。車に巻き込まれないように注意しましょう。
　毎日、スクールガードはみなさんが安全に登下校することを願っております。

● 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


