
地域とつながる　地域をつなげる　地域の福祉情報誌

チャレンジボランティアの作品が集まりました!
※お寄せいただいたチャレンジボランティア（ちぎり絵等の作品）は、高齢者施設にお届けします。
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はじまります!
赤い羽根共同募金



問合せ先
　地域福祉係　☎773－6911

活動へ
ご協力ください

フードドライブとは
　家庭や企業・団体などからお持ちいただいた食糧品や日
用品を、ひとり親世帯や生活困窮世帯、地域食堂や子ども
食堂など必要とする世帯や機関に提供するもので、食品ロ
スの削減にもつながる取り組みです。

受付期間 　10月1日㈮～
10月29日㈮

受付場所 　福祉センターしらゆり
　　　　　　大和老人福祉センター、塩沢老人福祉センター
受付時間 　月曜日～金曜日　9：00～ 17：00

・お米（玄米・もち米も可。ただし、令和2年秋以降収穫のもの）
・保存食品（乾麺・缶詰・瓶詰等）
・乾物（パスタ・のり・乾燥しいたけ等）　
・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）
・ギフトパック（お歳暮・お中元等）
・日用品（生理用品・衛生用品等）
　上記のうち、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。

寄付いただきたい食品

昨年度は2,555㎏ものお米が集まり
ました。皆様からのお米や食材は希望する
ひとり親世帯等に配布させていただき

ました。

南魚沼市社協だより／令和3年10月1日発行 2



高校生以上の学生の皆さん！
　障がいをお持ちの方と一緒に、パラスポーツ「ボッ
チャ」などを楽しみながら交流をしませんか。初めての
方でも楽しめる内容になっていますので、ぜひご参加く
ださい。たくさんの参加申込みをお待ちしています♪
日　時 　11月6日㈯　10：00～ 12：00
場　所 　塩沢勤労者体育センター（塩沢1112－39）
対　象 　市内在住または在学中の高校生以上の学生

定　員 　先着20名	 参 加 費 　無料
申込み・問合せ先 　地域福祉係（☎773－6911）右記QRコードからもお申込みできます。
名前・住所・電話番号・メールアドレス及びお問い合せ内容に「パラスポーツ参加希望」
と入力して確認ボタンをクリックし、最後に送信ボタンクリックで申込み完了です。
申込み期限 　10月25日㈪

体験！パラスポーツ
参加者募集

南魚沼市身体障がい者協会
「Let’sスポーツ」
コラボ事業

対 象 者 　除雪支援活動を行う行政区・社会福祉法人・ボランティアグループ	等
助成対象になる経費 　・	除雪ボランティア活動にかかる保険料、除雪機の借上代等
　　　　　　　　　　　・	除雪ボランティア育成のための研修会や体験学習の開催費用等
助成金額 　1事業につき上限10万円	 　　　 提出締切日 　11月30日㈫　必着

　南魚沼市共同募金委員会では、「令和3年度	赤い羽根共同募金一般公募助成	追加助成団体」を募集いた
します。
目　　的 　この事業は、南魚沼市共同募金委員会が、赤い羽根共同募金を財源とし、多様化する地域の
福祉課題解決にむけた活動を行っている団体等に対して助成を行います。
助成対象 　南魚沼市内の団体で、公的補助金や他の財源でまかなうことのできない事業や、地域住民等
へ福祉増進を図る事業に必要な事業費を対象とします。
助成金額 　1団体につき上限10万円	 　　　 申請書提出部数 　1部
提出締切日 　11月30日㈫　当日消印有効

そ の 他 　詳しい内容や申請書・要項は、南魚沼市社会福祉協議会窓口でお渡ししております。
問合せ・提出先 　南魚沼市共同募金委員会（事務局：南魚沼市社会福祉協議会内）☎773－6911

「一般公募」助成

「あったか雪募金」助成

令和3年度 赤い羽根共同募金助成のご案内
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　昨年度は新型コロナウィルス感染症が猛威を振るう中、多くの市民の皆様、事業所様より温かいお気持ちでご寄付
をいただき、大変ありがとうございました。
　集まった募金は、南魚沼市内の福祉事業や福祉施設への助成に使われ、より住みやすいまち、南魚沼市を実現
するために活用させていただいております。
　不安定な状況が続いている中ではありますが、直接のお手伝い、ふれあいができなくとも、【つながりを絶やさ
ない社会づくり】を目標に、今年度も赤い羽根共同募金運動を実施いたします。

いのちをつなぐ、地域をつなぐ、気持ちをつなぐ。
赤い羽根共同募金運動に、ご協力をお願いいたします。

活用事業の一例
　①	高齢者福祉事業	………………………………	ふれあい・いきいきサロン育成支援事業など
　②	障がい児者に関する事項	……………………	障がい者いきいきサロン事業等
　③	児童福祉、福祉教育の推進に関する事項	…	福祉体験出前講座等
　④	住民全般福祉の推進に関する事項	…………	福祉のまちづくり運動推進事業等
　⑤	ボランティア市民活動推進に関する事項	…	ボランティアセンター運営事業等
　⑥	市内福祉施設への助成	………………………	福祉車両の整備、施設設備の修繕等
　⑦	市内福祉団体への助成	………………………	各種研修会、事業への助成

活用事業を一部ご紹介

令和3年度
赤い羽根共同募金運動がはじまります

10月1日～12月31日

災害ボランティア ひとり親の方等へ食糧支援 小中学生	福祉体験

福祉車両整備ふれあい・いきいきサロン育成支援事業
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南魚沼市Machi募金
～南魚沼市が、好きだから～

　協力店舗で、お客様が「南魚沼市Machi募金」の対象内容を満たすと、
売り上げの一部が赤い羽根共同募金に募金される仕組みです。
　協力店舗様や対象内容等は、次ページに掲載されていますので、ご覧く
ださい。
　また、「南魚沼市Machi募金」協力店舗様を随時募集しています！
　興味や関心がある店舗様は、お気軽にご連絡ください。

　南魚沼市共同募金委員会では、赤い羽根共同募金運動期間中に「南魚沼市Machi募金」や「ガチャ
ガチャ募金」、「はねふぇす」といったイベント募金を行います。
　「南魚沼市Machi募金」は、売り上げの一部が赤い羽根共同募金への募金となり、「ガチャガチャ募金」
と「はねふぇす」の参加費は全額赤い羽根共同募金に募金されます。

　昨年、大人気だったアニマルリングリフレ
クター（反射材）とラッキーおみくじつきの
100円ガチャが再登場！
　かわいい反射材でお子様の交通安全、おみく
じで下半期の運試しはいかが？

設置場所 　イオン六日町店	1階
期　間 　～ 11月末日まで

ちいさなおまつりを開催します。
みんなで遊びに来てね！

日　時 　10月31日㈰　9：00～ 12：00
場　所 　イオン六日町店	1階

※	感染症対策のため、マスクを着用の
　上お越しください

2021

赤い羽根共同募金 イベントのご紹介

問合せ先 　南魚沼市共同募金委員会（事務局：南魚沼市社会福祉協議会内）　☎773－6911
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南魚沼市Machi募金 ご協力店舗様一覧表
店舗名 協力期間

1 Little北海道（六日町117－1　☎778－0228）
10／ 1～ 12／ 30

大人気！	魅惑の本気丼ご注文ごとに100円が寄付されます

2 ぶら坊（六日町140　☎772－3551）
10／ 1～ 11／ 30

ぶら坊と言えばこれ！	名物グラタンをご注文ごとに10円が寄付されます

3 Grill and wine じゅー（六日町87－10　☎788－1229）
10／ 1～ 12／ 31

匂いまでごちそうです。ご来店おひとりごとに10円が寄付されます

4 アンパサンド（余川1489－1　☎775－7227）
10／ 1～ 11／ 30

ボリュームも味も大満足のランチご注文ごとに10円が寄付されます

5 金誠舘 グレースコートレアリス（坂戸1－12　☎772－2377）
10／ 1～ 12／ 31

特別な時間を…ランチタイムご来店おひとりごとに10円が寄付されます

6 田畑屋（目来田53－2　☎782－1992）
10／ 1～ 12／ 31

あったかほっこり鍋焼きうどんご注文ごとに20円が寄付されます

7 だんだん亭 にっぽん家族（塩沢176　☎782－5533）
10／ 1～ 12／ 31

家族で楽しめる！	ご来店おひとりごとに10円が寄付されます

8 工房とんとん（浦佐5143－1　☎780－4150）
10／ 1～ 12／ 31

美味しい、丁寧、さわやか空間でランチご注文ごとに40円が寄付されます

9 レストラン 葡萄の花（浦佐5531－1　☎777－5877）
10／ 1～ 12／ 28

お口とろける美味しさです。本気丼ご注文ごとに10円が寄付されます

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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※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
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 　10月18日㈪　11：00～　食欲の秋☆簡単！ おいしい！！ もちもちパン
　　　　　　　11月15日㈪　11：00～　身体と頭をほぐすレクリエーション活動！
　　　　　　　12月20日㈪　11：00～　みんなで聴こう！ 昔がたり
※	新型コロナウイルスの感染状況により、内容を変更することがあります。ご了承ください。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、ぜひ見学にいらしてください。

10月・11月・12月の“しゃべり場お六”10月・11月・12月の“しゃべり場お六”

ボッチャ大会畑作業鍋敷き作り

・体調に不安のある方は参加を自粛するなど、無理な参加のないようにお願いします。
・参加日は検温、マスク着用のご協力をお願いします。
・参加中も、利用者間の距離や定期的な換気、手洗い、手指消毒等を徹底します。

南魚沼市社協だより／令和3年10月1日発行7



もっちもちの水からパスタ
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。

災害時には、ふやかした後に袋のまま湯せんすれば、同じお湯で何度も調理できて水を無駄にしません。

①	アイラップにパスタを半分に折って入れ、水400㏄
を加えて最低でも2時間放置する（涼しい場所で）。
②	パスタがぐにゃっとやわらかくなったら、袋から出し
て、パスタが浸る程度の量のお湯で1分茹でる。（塩
を忘れずに）
③	茹であがったら、好きなパスタソースを絡めて完成！

節水メニュー・災害時にも活躍！

　外出前に仕込めば、帰宅後1分でパスタが茹で
あがる！		普通に茹でるのとは違い、生パスタの
ような食感に。

1人分の材料 　　
◦パスタ（7分茹でタイプ）	100ｇ
◦水	 400cc
◦塩	 少々
◦お好みのパスタソース

介護者交流会開催日介護者交流会開催日
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」

10月 5日㈫
11月 5日㈮
12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」

10月 8日㈮
11月10日㈬
12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

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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社協会費のご協力ありがとうございました
12,734世帯7,644,200円（令和3年9月14日現在）

　南魚沼市社会福祉協議会費につきまして、今年度も各行政区長様をはじめ、伍長・班長様から取りまとめに
ご協力いただき、多くの市民の皆様から会費の納入をいただきました。感謝申し上げます。
　この会費は、地域のさまざまな福祉活動の充実を図る大切な財源として有効に活用させていただきます。あ
りがとうございました。

レッツ脳トレ♪ クイズで応募

　〇に入る言葉をマスの中から探して言葉を完成させてね。

つ し た か み

あ や け ん は

クイズ①　さ〇ま　　　ヒント：魚
クイズ②　ま〇た〇　　ヒント：きのこ類
クイズ③　〇き　　　　ヒント：果物

秋の味覚だよ！

答え

クイズ①

クイズ②

クイズ③

・	社協だよりの広告掲載は、
　当会特別会員様の特典です。

・	会費は1口10,000円（年額）です。
1口で2回掲載いただけます。

問合せ先 　総務係	 ☎773－6911

広告掲載しませんか？

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、または右記の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10月22日㈮　当日消印有効
賞　　品 　	正解者の中から抽選で5名様に、工房あしたのサヲリ織り作品をお送りいたします。
工房あしたとは 　工房あしたは、それぞれが福祉作業所や職場に通う傍ら、趣味とし
ての織物を仲間と楽しく織っています。時間をかけて丁寧に織りあげたオンリーワンの
布は、母達の手によってさまざまな小物に変身します。
　※当選発表は、発送をもって代えさせていただきます。　※色や柄などは選べません。

	 前回の答え 　①パンダ　②リンゴ　③チューリップ

回答フォームへ
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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。

南魚沼市社会福祉協議会問合せ先
◦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

◦居宅介護支援事業所���☎773–6925
◦養護老人ホーム魚沼荘��☎775–2022

発行：南魚沼市社会福祉協議会　〒949－6636	南魚沼市小栗山303番地1　☎773－6911　FAX	773－2223
E-mail	：	info@mu-shakyo.or.jp　ホームページ：	http：//www.mu-shakyo.or.jp

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

ホームページ facebook

イオン　黄色いレシートキャンペーン

◦どんな取り組みですか？
　地域に密着した社会貢献活動の一つとして「黄色いレシートキャンペーン」を行っています。この活動は、毎月
11日を環境保護や地域還元をテーマに、イオンが社会貢献活動を行う日で、2001年にスタートしました。
　現在、イオン六日町店では、福祉やボランティア活動を行っている14団体さまに登録いただいております。
　毎月11日にお客さまがお買い物をされると黄色いレシートが発行されます。当日、店内にはレシート投函用ボッ
クスが設置され、お客さまが応援したい団体さまのボックスにそのレシートを投函していただくと、集まったレ
シートの合計金額の1％分の品物を弊社がその団体さまに寄贈し、登録団体さまの活動を応援させていただくとい
うものです。
　また、この活動は専門店と一緒に行っており、専門店の白いレシートもご投函いただくと、応援の一助となります。

◦社協だよりをご覧の皆様へメッセージをお願いします
　黄色いレシートキャンペーンは、地域のボランティア団体や福祉施設をお客さまとともに応援する活動です。
　たくさんのお客さまにこの取り組みを知っていただけると嬉しいです。また、取り組みを通じて、地域の団体さ
まを知るきっかけの一つとなればと思います。
　お客さまの投函が地域の団体さまの応援に繋がりますので、大勢のお客さまからご投函いただけると嬉しいです。

編集より 	11日は従業員の皆さまでイオン内外（近隣の道路等）も掃除されていたり、また、黄色いレシートキャ
ンペーンのほかに、チアーズクラブ（子どもを集めて環境についての学習会）やブルーレシート（新潟県内の、そ
の都度指定された地域や物産の保護）キャンペーンも行っているそうです。「地域の団体を応援したい」というイ
オンさんの気持ちがとても温かく熱心で、お話しをうかがって気持ちが温かくなりました。


