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はじめて
みませんか？
ボランティア活動

令和4年度新たな計画と事業について紹介します
●第４期南魚沼市地域福祉活動計画●

●地域食堂立ち上げ支援事業●

令和４年度から令和８年度までの５年間を期間

食を通じて地域の子どもと大人が交流できる

とした「第４期南魚沼市地域福祉活動計画」を策

「地域食堂」や「子ども食堂」の活動を支援する

定しました。この計画は第３期計画を踏襲しつつ、

ため、地域食堂や子ど

今日的な内容に見直しました。「地域ぐるみでつ

も食堂の開催回数に応

くる安全・安心のまち、市民の手で支えあう福祉

じ、活動助成を行いま

のまち」を基本理念に地域住民や社会福祉活動団

す。また、社協に寄付

体、行政等とより一層相互に連携して南魚沼市の

された食材等を希望す

地域福祉を推進していきます。

る食堂にお渡しします。

南魚沼市社協

令和４年度の事業計画については、こちらをご覧ください。

令和４年度

一般会計収支予算

（単位：千円）

会費収入・寄附金収入
9,430千円
前期末支払
資金残高
127,750千円

負担金収入・
利用料収入
5,055千円

助成金収入・
受託金収入
190,289千円

当期末支払
資金残高
125,172千円

収入

その他の収入
1,730千円
各事業収入
2,800千円

介護保険事業
収入・障害福祉
サービス等事業
131,028千円

534,502千円
居宅介護等
事業
99,550千円

経常経費
補助金収入
66,420千円

市受託事業
220,769千円

県社協受託事業
2,119千円

ブランクのある方、
資格はあるけど未経験…
という方も大歓迎です

ご寄付ありがとうございました

●募集職種

介護支援専門員
【パート】夜間支援員

（令和４年１月２７日〜令和４年３月２９日）
●勤務場所
・匿名

様

１２,０００円

・匿名

様

５１,０００円
様

３,７８１円

・八色園デイサービスボランティアグループ

様

１１,５６０円

職員募集中!!

【正職員】支援員、訪問介護員、

社会福祉事業の推進に大切に活用させていただきます。

・かたばみの花

福祉援護事業
1,720千円

支出

共同募金
配分金事業
15,590千円

534,502千円

法人運営事業
69,582千円

本所、養護老人ホーム魚沼荘、
訪問介護事業所

●採 用 日

５月１日以降

※申し込み方法等、詳しくは
HPをご覧ください。
問い合わせ先

総務係

☎773-6911

HP QR コード
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か？ボランティア活
ん
せ
ま
み
て
め
動
はじ
ボランティアは自分の関心のあるテーマ、自分にできることからはじめられる、とても身近な活動です。ボ
ランティア活動は、地域や社会をよりよくしていくことに役立ったり、活動する自分自身も豊かにしてくれる
力を持っています。相手も自分も温かい気持ちになれる「ボランティア活動」あなたもはじめてみませんか。

「どんなボランティア活動があるんだろう」「自分にどんなボランティアがあっているか

分からない」という方は、ぜひ下記「生活・介護支援サポーター養成講座」

にご参加ください！
この講座は、ボランティア活動へのきっかけ作りを目的とした講座で年４回（５・７・
11・１月）開催を予定しています。講座に参加したからといって必ずボランティア活
動をしなければいけないということではありませんので、お気軽にご参加ください。

第1回

生活・介護支援サポーター養成講座

ボランティア活動

はじめの一歩

ボランティア活動にご興味ある方やボランティア活動を始めたばかりの方を対象に「ボラン
ティア活動はじめの一歩」を開催します。
市内のボランティア活動をより深く知ったり、ボランティア活動を始めるきっかけ作りを目
的とした講座です。 今回は市内で活動しているボランティア団体をお招きしています。
参加をご希望の方は、申込先までお申込みください。
日

時

5月25日（水）13：30〜16：00

会

場

ふれ愛支援センター

多目的ホール

参加ボランティア団体（予定）
・新潟誠勇会 ・傾聴ボランティアみ〜みの会 ・̈しゃべり場お六̈
・南魚沼なじょもネット ・南魚沼市赤十字奉仕団
・Letʼｓスポーツ（南魚沼市身体障がい者協会）
申込締切日
申込・問合せ先

5月18日（水）
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地域福祉係
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☎773-6911

令和4年度 赤い羽根共同募金助成公募
広域助成
内

助成事業名

容

県広域社会福祉団体助成

県内全域で福祉の向上等を目的として活動する団体を支援するために助成します。

社会福祉施設整備費助成

施設利用者の生活や処遇の向上を図るために必要な施設整備費を助成します。

地域活動支援センター等助成

地域活動支援センター等に対して施設整備等を助成します。

地域活動支援事業助成

地域における生活課題に対応する活動等を行っている団体に備品購入費等を助成します。

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にお問い合わせください。
南魚沼市一般公募助成
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にお問い合わせください。
●助成基準
●参

考

（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）

過去助成承認した申請内容
・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

等

５月16日（月）

提出先・問合せ先

地域福祉係

☎ 773-6911

令和4年度 紙おむつ購入費助成事業のご案内
下記①〜④を全て満たす方を対象に、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。
①

令和４年４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1〜5に認定されている方、もしくは医師
または保健師からそれに準ずる方と認められた方。

④

南魚沼市が行っている、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 3 0 , 000円（年額）

問合せ先

地域福祉係

☎ 773- 6 9 1 1

ऴ୦֧֭֒Ւ։֧֓Ւׁ֦֩ג։ਂ֪
֪֞֠֓ະཎऀ֔փՓ
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4月・5月・６月の ̈しゃべり場お六
●事前の予約は必要ありません。
日

時

毎週月曜日（月曜祝日の場合は翌火曜）
当面の間10：00〜12：00

会
参

加

●福祉センターしらゆりのお風呂は休館日です。

（通常10：00〜15：00）

場

南魚沼市福祉センターしらゆり（小栗山303番地1）

費

100円（お茶・お菓子代として）

イベント日

４月 1 8 日(月) 10： 30〜

みんなで挑戦！スカットボール大会！

５月 16日(月) 1 0 ： 3 0 〜

今から予防！認知症予防のための頭の体操

６月 20日(月) 1 0 ： 3 0 〜

大好評！ギター・ハーモニカ演奏会♪※会場：ふれ愛支援センター

※新型コロナウイルス感染状況により、内容を変更する場合があります。
詳しくは事務局（☎773-6911）までお問合せください。皆様のご参加お待ちしております。
・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。

̈しゃべり場お六 では、参加された方のお話相手や会場の準備、片付けの
補助を行っていただける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。

介護者交流会開催日
地

域

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！

日程

時間

会場

塩沢地域介護者交流会

５月10日㈫

『ひなげし』

６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
笛木 秀康
塩沢地域包括支援センター

☎782-4049
☎782-1764
☎782-0252

六日町地域介護者交流会

５月 お休み

「ほおずきの会」

６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
角田 啓子
南魚沼市地域包括支援センター

☎772-4366
☎772-4180
☎773-6675

連絡先

※大和地域介護者交流会「コスモス」は、令和4年度は活動の予定はございません。
※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。

ᅦᅍဇφỉấˡẟ
ίᅦᅍဇφἾὅἑἽὉᝤ٥Ὁ˰ܡો̲ʙὸ
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お便り相談

皆さまからの
お便りを募集
しています

生活支援係では、日々住民の皆さまの悩みごとをお聞きし、解決に向けてのお手伝いをして
います。こちらは生活支援係が、皆さまの悩みごとのお便りにお答えするコーナーです。

ご相談

生活支援係より
お便りありがとうございます。笑顔で頑

20代の主婦です。夫と小学生の娘と三

張って来られたのですね。ご家庭内の悩み

人暮らしです。

ごとは相談しづらいものかと思いますが、

夫はもともと子育てにあまり協力的ではなか

実は一人で抱え込まないことが大事な場合

ったのですが、最近はさらにお金を自分の趣味

も多いのです。どうぞ私たちにお話くださ

などに使ってしまい、家計も苦しくなりました。

い。

誰にも相談できないままきてしまいましたが、

家計改善支援事業（無料）では、旦那様

子どもを塾に通わせてあげたかったり、もっと

と一緒に具体的な支払い計画を立てるなど、

いろいろ買ってあげたいと思ったり・・・

家計に向き合うお手伝いをさせていただく
こともできます。

子どもの前では笑うようにしていますが、毎

また使える制度の提案などを随

日つらい気持ちです。このままだと子どもにも

時しながら、ご家庭やお子様の今

笑えなくなりそうで、アドバイスいただけ

後についてご相談者様のお気持ち

たら嬉しいです。

が軽くなるよう一緒に考えさせて
いただきたいと思います。

●お便りは、①件名「お便り相談」

②氏名（ペンネーム可）

③悩みごと

④電話番号・FAXまたはメールアドレ

ス（内容確認などの連絡を差し上げてよい場合のみご記入ください）を記入のうえ、郵送・FAXまたはメールでお
送りください。
●いただいたお便り全てをご紹介することはできません。また掲載は不定期になる可能性もございます。必ず返答が
欲しい場合、またはすぐに返答が欲しい場合は下記問合せ先に別途ご相談下さい。
●社協だより紙面掲載の際、個人情報保護の観点や紙面の都合により文章や内容を改変させていただく場合がござい
ますのでご了承ください。皆さまからいただいたお便りをご紹介し、紙面上でお伝えできる範囲でお答えします。
問合せ先

〒949-6636

南魚沼市小栗山303番地1

南魚沼市社会福祉協議会
☎773-6919（直通）

生活支援係（くらしのサポートセンターみなみ）

FAX 773-2223

メールアドレス：supportcenter-minami@mu-shakyo.or.jp

今、暮らしに 少しでも
お悩みを 感じていませんか？

複数ある
ローン返済が
毎月貯蓄
大変。。。
したいんだけど、
一本にまとめたい！ 子どもの
なかなか難しい。。。
教育資金って
いくら必要なの？

we

〈ろうきん〉はあなたの力になります！
lco

me

お金のことならどんなことでも
〈ろうきん〉へご相談ください

㚞025-775-7501
ẖ949-6680

Ҥᮄකࠊρଐထ 2367-1
㘶 ދ᧵ٻҾ̮ρଐထࡃẰỮᡈẪ

ろうきん六日町支店

南魚沼市六日町474-2

TEL.025-773-2112
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今月はひらがな穴埋めクイズだよ！
クイズ①：□んぶん□

1つのクイズに穴が2つあるけど、

クイズ②：とら□ぽり□

同じひらがなが入るよ。

クイズ③：か□□たき
クイズ④：ほ□ちょ□

答え

クイズ①

クイズ③

クイズ②

クイズ④

応募方法
①クイズの答え

●ハガキでの応募

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
ムまたは右記のＱＲコードから応募できます。

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

応募締切日

４月28日（木）当日消印有効

賞

正解者の中から抽選で５名様に「太陽大地の家」の刺し子を

品

クイズ係

回答フォーム
QRコード

お送りいたします。
※色や柄は選べません。
※当選発表は、発送をもって代えさせて頂きます。
「太陽大地の家」
とは
太陽大地の家は宿泊型自立訓練施設です。日中活動としてかごバッグや
刺し子、羊毛フェルト作品の制作や野菜・花の苗を栽培しています。
作品は越南苑と城内地区のファミリーマートなどで販売しています。皆
前回の答え

さん是非お手に取ってみてくださいね。

①むらさき、②緑、③オレンジ、④茶色

アイラップ de

おやこキッチン
材料

ヨーグルト・アイス・クラッカーにも

茹で時間５分☆いちごソース

いちごでも、キウイフルーツでも、ぶどうでも。
余った果物で簡単ソース作り。ゼラチンが入る
ので、短い時間で美味しく仕上がります。

●いちご…80ｇ（中4粒くらい）
●粉ゼラチン…3ｇ
●グラニュー糖…5ｇ（甘めなので、控
えめにしたい方は減らしてください）
下準備

※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。

…お鍋にお湯をわかし、鍋底に耐熱皿かザルを置いてください。

①いちごを洗い、よく水気を切る
②いちごを食べやすい大きさに切る
③いちご、ゼラチン、グラニュー糖を全てアイラップに入れ、軽く揉む
④鍋に入れ、フタをして5分煮る／冷ます用の氷水を用意
⑤５分たったら取り出し、タオル等でくるんで味をなじませるように揉む
⑥袋ごと氷水に入れ、冷ます
⑦ジャムのような固さになったら完成！
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ソース・クラッカー・ヨーグルト
を交互に重ねてパフェ風に。

Letʼs スポーツ
南魚沼市社会福祉協議会の「障がい者サロン」に団体登録している事業の「Let'sスポーツ」を紹介します。
どんな活動ですか
「Let'sスポーツ」は、障がいの有無や年齢に限らず、みんなで一緒にスポ
ーツを楽しみながら交流を図ることを目的とした事業で、毎月１回市内の体
育館で行っています。
スポーツ種目は当日、参加者全員でどんなスポーツを楽しむかを話合って
決めています。ボッチャやボウリング、カローリングなど様々なスポーツを
アットホームな雰囲気で行っています。「スポーツで競い合う」というより
「スポーツをみんなで楽しむ場作り」を意識していますので、「スポーツが
苦手」という方も楽しめるかと思います。
これまで車椅子の方や片麻痺の方など主に身体障がいをおもちの方から参
加いただいている他、道具の準備や床に置いてあるボッチャのボールを拾っ
て渡してもらうなどをサポートするボランティアの方からも参加ご協力をい
ただいています。ボランティアの方には「サポートに徹してもらう」のでは
なく、一緒にスポーツも楽しんでもらっています。
今後の展望をお聞かせください
Let'sスポーツは市内で唯一、誰もが参加できるパラスポーツ（障がい者
スポーツ）を定期的に実施しています。特にボッチャが人気で障がいがある
方とボランティアの方と一緒にチーム戦を楽しんでいます。障がいがある方
の外出するキッカケになったり、ボランティアの方とコミュニケーションを
とることで障がいの理解につながります。
今後は参加されたみんなでチームを作り、トーナメントを開催したいと考
えています。Let'sスポーツの活動を通じて、誰もが住みやすい地域を目指
し、心のバリアフリーを広めていきます。
社協だよりをご覧の皆さんにメッセージをお願いします
障がいがあるからスポーツなんて出来ないと思っている方はいませんか？そんなことはありません。障が
いがあるからこそスポーツを通じて心と身体を健康にすることが大切です。また、それをサポートしていた
だける方も必要です。サポートボランティアは、未経験者や障がいのある方とあまり接したことがない方も
大歓迎ですので、ご協力いただける方はご連絡ください。
今年の「Let'sスポーツ」は5月頃から始める予定です。私たちと一緒にス
ポーツを楽しみながら、交流をしませんか。日にちや場所が決まりましたら、
南魚沼市社会福祉協議会のFacebookに掲載する予定ですので、参加や見学、
ボランティアをご希望の方は、参加申込締切日までにお申込みください。障
がいの有無に捉われず、みんなで一緒にスポーツを楽しみましょう！

社会福祉協議会は、住民の皆さまの参加と関係機関・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
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● 養護老人ホーム魚沼荘
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