
地域とつながる　地域をつなげる　地域の福祉情報誌

感染症対策を徹底し、少人数で入門講座を開催し
ました。

さまざまなボランティアを実際に体験し、チャレンジしたいという
方もたく
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いろんな福祉を
紹介します

ボランティア入門講座を開催しました



　皆様からご協力いただいた会費は、南魚沼市の地域福祉活動に活用されています。詳しい内容は当会HP
をご覧ください。

社協会費には次の種類があります
種類 対象 金額（1口年額） ご依頼方法・特典等

一般会員 市内世帯 様 600円　 6月に自治会を通じてお願いさせていただいていま
す。

賛助会員
個人 様 1,000円～ 確定申告により、税制上の優遇措置の対象となりま

す。企業 様 10,000円～

特別会員 企業 様 10,000円～
社協だより・社協ホームページに広告を掲載いただけ
ます。（1口で社協だより掲載2回、またはホームペー
ジ掲載4か月間）※掲載時期はご希望に応じます。

※   賛助会員、特別会員につきましては、当会HPの入会お申込みフォーム、またはお電話でお問い合
わせください。詳細について、改めてご連絡致します。

※ 当会窓口での受付もしています。 問合せ先 　総務係　☎773－6911

ふだんの くらしの しあわせづくりを
進めませんか？ 社協会費にご協力をお願いします

市民のみなさま 企業のみなさま

社会福祉協議会の活動は、市民・企業のみなさまから
お寄せいただく社協会費に支えられています。

社協は、  “安心して暮らせる福祉のまちづくり”を目指し、

 “地域福祉活動”をすすめています。
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※見学も含め、学習サポート教室の詳細については、下記お問合せ先にお気軽にご連絡ください。
申込み・お問合せ先 　生活支援係　☎773－6919

　南魚沼市在住で、現在学習塾に通っていない子どもたちを対象に、学習サポート教室を開催しています。
　学習習慣の定着はもとより、社会性を身に付けることも大きな意味での「学習」です。親や学校の先生以
外の大人とのかかわりを持ち、さまざまな経験を通し、子どもたちに『安心できる居場所』と思ってもらえ
るよう支援を行っています。今回は、ご協力いただいている支援員のみなさまからの声をお届けします。

学習サポート教室の支援員
（有償ボランティア）を募集します

六日町中学校区定期教室 八海中学校区定期教室

大和中学校区定期教室 塩沢中学校区定期教室

　「今日の私の学習のめあては○○です。」
　支援員も一緒に確認。課題に向かう子どもたちの
真剣な姿に寄り添い、ともに悩み、試行錯誤しなが
ら“わかる、できる、楽しい学習”を大切にする場
を一緒に体験してみませんか。 〈担当：元教員〉

　毎週月曜日、生徒さんと楽しく学び合い、充実し
た時間を過ごしています。生徒さんは、とても学習
意欲があり、学校の課題や問題集などに熱心に取り
組んでいます。目標をもって、真剣に最後まで頑張
る姿に感心しています。 〈担当：元教員〉

　私は昨年から支援員として、学習サポート教室に
かかわっています。担当している科目は英語と数学
です。生徒が勉強していてわからないことが聞かれ
たりして、その生徒のためになったとき、この事業
にかかわってよかったと感じます。
� 〈担当：外国出身の方〉

※ 上記各中学校区定期教室は、毎週月曜日（祝日・休日は開催なし）夕方16：30～ 18：30で開催中。 
教室の様子はいつでも見学できます。

支援員のみなさまからの温かいご支援で教室を開催しています。教えた経験がなくても大丈夫！
一緒に楽しく学習サポート教室をご支援いただけるみなさま、ぜひお力をお貸しください。

　共に学ぶ姿勢を大切にしながら、主として生徒た
ちの質問に答える形で学習を進めています。週1 ～
2回、2時間程度ですが、生徒の成長を感じ取るこ
とができ、自らの脳の活性化にもつながるとても充
実した時間を過ごしています。
� 〈担当：元教員〉

訪問型教室 ＆ 個別教室

◦    子育て・孫育てが終わった普通の主婦です。子どもたちとかかわれるひとりになれればと、お手伝いをさ
せてもらっています。心を開いてもらえるようになるには時間がかかると思いますが、こちらからの声掛
けに笑顔が返ってきたときはとってもハッピーになれます。 〈訪問型支援担当：主婦〉

◦    生徒さんの年代に立ち返ることで、気づきが生まれたりします。私が教えてあげられることよりも、教え
てもらうことの方が多いかもしれないけど、生徒さんの今の選択に寄り添って、いいとこ探しを続けてい
けたらな、と思います。 〈訪問型支援担当：地域ボランティア〉

◦    普段の仕事柄もあり、Zoomを活用したオンライン教室を担当しました。対面での教室開催との違いもあ
りますが、生徒とのコミュニケーションはリアルだけでなく、さまざまな方法で行えるのだと改めて実感
する機会となりました。 〈個別支援担当：会社員〉

事務局
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受付場所 　南魚沼市社会福祉協議会
　　　　　　　◦本　　所（福祉センターしらゆり）　　　　小栗山303－1 ☎773－6911　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　◦塩沢支所（塩沢老人福祉センター）　　　　塩沢1112－38 ☎782－2007　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　◦大和支所（大和老人福祉センター湯咲荘）　大崎594－9 ☎779－2278　　　　　　　　　　　　　　

受付時間 　月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：00（祝祭日は除く）
問合せ先 　地域福祉係　☎773－6911

食品／日用品
①未開封品　②常温保管が可能　③賞味期限が2か月以上残っているもの
□ お米（玄米、もち米　※令和元年秋以降収穫のもの）
□ 保存食品（乾麺、缶詰、瓶詰等）
□ 乾物（そうめん、パスタ、のり等）　
□ 調味料各種（砂糖、塩、みりん、料理酒、食用油等）
□ インスタント食品・レトルト食品（カレールー、カップラーメン等）
□ 飲料（ジュース、コーヒー・お茶等）
□ 日用品（生理用品、衛生用品等）

　6月～ 7月に開催予定でありました、「地域食堂立ち上げ応援講座（仮称）」につきまし
ては、秋以降に開催を延期させていただきます。楽しみにしていただいた方々には大変申
し訳ございません。
　開催日が決まり次第、再度ご案内させていただきますので今しばらくお待ちください。

地域食堂立ち上げ応援講座（仮称）開催延期のお知らせ

優しさと 愛 を運びます

市民の皆様や
企業・団体などから
提供いただいた食糧品や
日用品をひとり親世帯等
必要な世帯に配布する

取り組みです

寄付いただきたいもの
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ご協力いただきました皆様、ありがとうございました
　令和3年1月1日から3月末日まで、令和2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。新型コロナウ
イルス感染拡大の中、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。
　なお、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。
 南魚沼市共同募金委員会 会長　　林　　茂　男　

 

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）
　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、㈱シャトーテル塩沢、鈴木牧之記念館、㈲田畑屋、㈱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、㈱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、南魚沼市民会 
館、南魚沼市ふれ愛支援センター、南魚沼市役所 大和庁舎、㈱龍氣、龍言

あったか雪募金総額　566,713円（令和3年4月16日現在）

令和2年度　「あったか雪募金」実績報告

募金種別 実績額 内訳
個　人　募　金 554,112円 70個人
無　　人　　箱 12,601円 19 ヶ所
合　　　　　計 566,713円

　ボランティア活動を行う上で必要な感染対策の知識や正しい消毒のやり方、消毒のため荒れた手指に対するハンドケアのや
り方など、改めて学ぶための講座を開催します。皆様のご参加をお待ちしています！

感染症対策 with ハンドケア講座

今この時だからこそ、改めて学びませんか

日　時 　6月26日㈯　10：00 ～ 12：00
会　場 　ふれ愛支援センター多目的ホール
講　師 　北里大学保健衛生専門学院 保健看護科

 専任教員　渡辺 しき子 様

定　員 　30名
締　切 　6月18日㈮
申込み 　地域福祉係

　　　　　　　☎773－6911
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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！

地域 日程 時間 場所 連絡先

六日町地域介護者交流会
「ほおずきの会」

6月 5日㈯
7月 5日㈪
8月 5日㈭

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
「ひなげし」

6月10日㈭
7月 9日㈮
8月10日㈫

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

大和地域介護者交流会
「コスモス」

電話相談受付けます。お気軽にご連絡ください。
（10：00 ～ 15：00）

高橋モトメ ☎779－3145
大和地域包括支援センター ☎788－0106

　南魚沼市社会福祉協議会では、車いすが一時的に必要な在宅の方に対して、車いすの
貸し出しを行っています。

申 請 者 　本人、家族、福祉関係者等
貸出料金 　無料
貸出期間 　必要日数（最長1か月まで）
使 用 例 　・ 怪我をしてしまって一時的に車いすが必要

　　　　　　　・ 介護保険の手続きをしている間のつなぎとして必要　等々
問合せ先 　南魚沼市社会福祉協議会 本所　☎773－6911

車いすの貸し出しについて車いすの貸し出しについて

配布期間 　令和3年6月14日㈪～ 7月9日㈮
配布場所 　南魚沼市社会福祉協議会本所（小栗山303番地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24回 介護支援専門員実務研修受講試験『受験の手引き』の配布第24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

※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

　　　　　　　※8月16日㈪はお盆のため、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 　6月21日㈪ 11：00 ～　ギター・ハーモニカ演奏会！
　　　　　　　7月19日㈪ 11：00 ～　暑さに負けない☆夏野菜のパエリア
　　　　　　　8月23日㈪ 11：00 ～　夏にピッタリ‼�カラーサンドで簡単飾り作り！
“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、ぜひ見学にいらしてください。

　６月・７月・８月の“しゃべり場お六”　６月・７月・８月の“しゃべり場お六”

皆様の
ご参加、
お待ちして
おります!

開催日時があるものにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、開催中止や内容変更になる場合があり
ます。ご了承ください。
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レッツ脳トレ♪ クイズで応募

答え

①

②

③

④

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にあるクイズ回答

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番地1　南魚沼市社会福祉協議会 クイズ 係
応募締切 　令和3年6月23日㈬　当日消印有効
賞　　品 　正解者の中から抽選で5名様に今月のプレゼントをお送りいたします。

今月のプレゼント 　セルプこぶし工房のマスクケース
　今月は、セルプこぶし工房のマスクケースをプレゼント。（セルプこぶし工房は、障がい
のあるご利用者が自立を目指して働く施設です。マスクケースのほかに、ポケットティッ
シュケースやコースター等の自主製品も作成されています。塩沢1379－4　☎782－6550）
※当選発表は、発送をもって代えさせていただきます。
※マスクケースの色や柄は選べません。
 前回の答え 　カーネーション

回答フォームへ

アイラップ de 炊き込みご飯　　　アイラップ de

おやこキッチン

※ アイラップは高温調
理、電子レンジ使用
可能のポリ袋です。
袋の耐熱温度等を確
認して調理を行って
ください。

（下準備）お鍋にお湯を沸かし、鍋底に耐熱皿を入れる。
①研いだお米と分量の水、調味料をアイラップに入れる。
※乾燥した具材はこの時点で一緒に入れる。
②袋の空気を極力抜いて、袋の口をキツく結ぶ。
③沸騰したお湯に袋を入れ、30分茹でる。
④鍋から取出し、袋の上からタオルでもんでほぐす。
⑤お皿に盛りつけて、出来上がり！

防災メシとしても一人ご飯にも

1人分の材料 　　
◦精米…80ｇ（1合の半分）　◦水…100㏄
◦白だし…小さじ2（めんつゆでも）
◦お好みの具材（桜エビ・ゴマ・わかめなど）

① 食べると安心するケーキはなんだ？

② 使う前は1本、使う時には2本になるものは？

③ 7と10のあいだにあるスポーツ　なんだ？

④   でっかい紙をもった　こわ～いどうぶつ　 
なんだ？

ヒント
クイズ② ごはんのときに使うよ。
クイズ③   大谷翔平選手が活躍して

いるスポーツだよ！
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　同じような状況に直面する人同士が互いに支えあうことを「ピアサポート」といいます。
　その場でしか話せないことを話すことでスッキリしたり、お互いの経験を語り合ったりするこ

とで新たな発見があります。お喋りをしたり、作業をしたり、ただただ同じ空間で過ごすだけでも、お互いにとって貴
重な癒しの時間になっているのだろうと思います。
　ボランティアは奉仕活動と混同されることが多いですが、平等・対等な関係性の中で行われるものです。してあげ
る・してもらうの関係ではなく、自由な発想のもと肩の力を抜いて楽しんでいただきたいです。

介護LIFE応援し隊　いっぷくしょ亭

塩沢の牧之茶屋で活動するボランティア団体に、お話を伺ってきました！
◦どんな活動をしていますか？

 　ご家族を介護しながら生活されている方にとっての「ほっと一息つける居場所」を作りたくて活動を始めました。
毎週木曜日と毎月第3日曜日の9：30 ～ 17：00に開催していて、時間内であれば出入り自由です。お喋りをしたり、
只々ぼーっとしてみたり…。お喋りの内容もお堅い話だけでなく、くだけた話題で盛り上がることも多いです。
　第3日曜日には、ワークショップと称して小物づくりを皆さんで楽しんで、気分をリフレッシュしてもらったり
しています。
　介護をされている皆さん同士で気持ちと時間を分かち合って、日々の生活の中で少しでも笑顔を増やしていただ
けたらな、と思っています。

◦ボランティアの良さってどんなところだと思いますか？
　ボランティアって一昔前までは、「お金と時間に余裕がある人がやるもの」と思われていた節がありました。でも、
そうではなく、もっと気軽に考えて自由な発想で始められるものだと思っています。
　他人様に奉仕をするようなイメージもあるかと思いますが、それだけでは段々とキツくなってしまいますし、自
分だけのためにやっていても、どこかで「まぁいいか。」と諦めの気持ちが出てきてしまいます。
　ボランティアは出会いの場であり、情報や思いを共有する場でもあると思います。
　誰かと一緒にいるだけで、寄り添っているだけで、結果的に自分の心が豊かになっている。それがボランティア
の一番の良さじゃないかなぁと感じています。
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編集より

第3日曜日は会場内も賑わいます。消毒や換気等の対策を
徹底し、楽しい時間を過ごされてました

ワークショップで作られた可愛い作品も飾られていて、
とても癒されました(^^)


