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〠949-7144 南魚沼市野田585-1 TEL 025-776-7060

０１２０-６３４-０００

魚沼店

ご相談・お問い合わせは・・・

ホームページもご覧ください

↓↓

　６月１日～30日までフードドラ
イブを行い、市民の皆様からたくさ
んの食品や日用品等をお寄せいただ
きました。
　お寄せいただいた食品等は、市内
の希望するひとり親世帯や生活困難
世帯等へお渡し致しました。
　皆様から深いご理解と温かいご支
援ご協力を賜りまして、本当にあり
がとうございました。

もったいない　から　ありがとう　へ

報告とお礼

令和３年度　決算報告
会費・寄付金収入
10,104,398円

補助金・
助成金収入
70,030,019円

法人運営事業
68,091,292円

福祉援護事業
1,094,330円

共同募金
配分金事業
14,999,560円

市受託事業
196,957,137円

県社協受託事業
3,040,103円

居宅介護等事業
99,171,516円

当期末支払
資金残高

142,267,166円

受託金収入
196,735,649円

事業収入・貸付等事業収入
1,302,920円

介護保険収入
99,914,417円

利用料収入
3,833,700円

その他の収入
143,700,001円

収入合計
525,621,104円 

支出合計
525,621,104円 

事業報告 ・ 決算の詳細はHPに掲載しています。
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フランスベッド
立ち上がり支援ベッド

展示中！！

くつ・杖・介護用品くつ・杖・介護用品
多数ございます！！多数ございます！！

大規模災害、その時わたしたちは
～地域が支える・地域を支える～

　近年、全国で多発し甚大な被害をもたらしている自然災害発生に備え、平時からの
防災・減災を意識した取り組みが大切になっています。

　そのためには多様な立場からの関係者が「いのちを守る」
ことを念頭に発災時やその後の復興に向けた生活再建におけ
る課題を共有し、連携できる関係づくりが求められています。
　本研修会は、日頃から顔と顔の見える関係づくりや有事の際に相互連携する地域を共に考
えることを目的に開催します。どなたでもご参加いただけますので、興味や関心がある方は
ぜひご参加ください。

日　　　　　時　　１０月１日（土）　１３：３０～１６：００

会　　　　　場　　塩沢公民館講堂（塩沢608-1）

内　　　　　容　　①　基調講演「地域づくりから考える災害支援」
　　　　　　　　　　　にいがた災害ボランティアネットワーク　理事長　李　仁鉄　様
　　　　　　　　　②　トークセッション

「地域を守る・みんなの命を守る～誰も取り残さない防災～」
　　　　　　　　　　　にいがた災害ボランティアネットワーク　　理事長　李　仁鉄　様
　　　　　　　　　　　上十日町区元区長　　　　　　　　　羽鳥　正一　様
　　　　　　　　　　　東泉田地区民生委員児童委員　　　　星野　栄子　様
　　　　　　　　　　　南魚沼市手をつなぐ育成会　副会長　田鍋　亜樹　様

定 　 　 　 員　　５０名

申 込 締 切 日　　９月１６日（金）

申込・問合せ先　　地域福祉係　☎773-6911

防災・減災研修会のご案内
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今、暮らしに今、暮らしに少しでも少しでも

お悩みをお悩みを感じていませんか？感じていませんか？

〈ろうきん〉はあなたの力になります！
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

複数ある
ローン返済が
大変。。。
一本にまとめたい！ 子どもの

教育資金って
いくら必要なの？

毎月貯蓄
したいんだけど、
なかなか難しい。。。

ろうきん六日町支店 TEL.025-773-2112
南魚沼市六日町474-2

welcome

令和4年度
赤い羽根共同募金 あったか雪募金助成のご案内

ご寄付ありがとうございました
　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４年５月１８日～令和４年７月２８日）

　市内の高齢者・障がい者等の自力で除排雪をすることが困難な世帯への除雪支援活動を行う行政区や社会福祉法人、
ボランティアグループ等に活動費の助成を行います。
　申請書や要項は、下記までお問合せいただくか、ホームページ（赤い羽根共同募金→助成を受けたい）をご覧ください。

助　成　対　象　　除雪支援を行う行政区、社会福祉法人、ボランティアグループ等

助 成 対 象 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 　 額　　１事業につき上限１０万円　　　申請書提出締切日　　９月１４日（水）必着

提出・問合せ先　　地域福祉係　☎773-6911

・匿名　様　２,３３３円
・匿名　様　紙おむつ、尿取りパッド等
・日本電産コパル株式会社　様
　　　　　　２０,５９１円

・（一社）南魚沼建設業協会
　　会長　井口和成　様　３００,０００円
・魚沼フォーク倶楽部　様　４９,２３８円

ホームページ
QRコード

24時間テレビ　愛は地球を救う
街頭募金活動の実施について
24時間テレビ　愛は地球を救う
街頭募金活動の実施について

今年度は、従来通りの形で街頭募金活動を実施します。
　日　　時　　８月２７日(土)　14：00～18：00
　　　　　　　８月２８日(日)　10：00～14：00
　場　　所　　あぐりぱーく八色様、はりまや72（ナッツ）店様の２カ所
みなさまのご協力、心よりお待ちしております。
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・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？

　お話ししてくださりありがとうございま
す。「やめたくても、やめられない」とい
う自分ではコントロールできない状態にな
っていることから、「アルコール依存症」
という病気になっている可能性が高いと思
われます。
　専門的に治療する医療機関もありますし、
同じように依存症と向き合っている方たち
と話ができる自助グループもあります。
　つらい現実から自分自身を守るためにお
酒を飲まれている状況かと思います。つら
い気持ちを一人で抱え込まず、誰
かに話をしてみませんか。お一人
で不安な場合は、私たちが同行さ
せていただくこともできます。

お便り相談お便り相談
　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。

　　　　自分のお酒の飲み方について悩んでいま
　　　す。コロナ禍以前は、家でお酒を飲むこと
はほとんどなく、休みの前に飲み会に行き、楽し
くお酒を飲んでいました。コロナ禍になり、飲み
会がほとんどなくなったこともあり、家でお酒を
飲むようになりました。今は毎晩、アルコール度
数９％の缶酎ハイを何本も飲んでしまいます。1
口目は美味しいと思いますが、あとはつらさを紛
らわせるために飲んでいる感じです。翌日にも残
り、仕事へも影響が出ているため、もう飲まない
と毎日思いますが、気がつくとお店に行き、お酒
を買ってしまっています。このままではいけない
と思いますが、どうしたら良いのかわかりません。

（いただいたご相談を改変しております）

●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　生活支援係（くらしのサポートセンターみなみ）
　　　　　　☎773-6919（直通）　FAX 773-2223
　　　　　　メールアドレス：supportcenter-minami@mu-shakyo.or.jp
　　　　　　※右のQRコードからメール作成画面へ移動できます。

皆さまからの
お便りを募集
しています

生活支援係より
ご相談
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 090-8302-3576 

メール用QRコード
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8月・9月・10月の̈しゃべり場お六¨8月・9月・10月の̈しゃべり場お六¨

魚沼基幹病院　院内ボランティア募集魚沼基幹病院　院内ボランティア募集

介護者交流会開催日介護者交流会開催日

塩沢地域介護者交流会
『ひなげし』

六日町地域介護者交流会
「ほおずきの会」

※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。

９月９日㈮
10月７日㈮

９月５日㈪
10月５日㈬

地　域 日程
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
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

南魚沼市塩
沢老人福祉
センター
南魚沼市福
祉センター
しらゆり

連絡先時間 会場

10：00
〜

12：00

13：30
〜

15：00

   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　（通常10：00～15：00）　

   会　　　場　　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　　８月22日(月) 10：30～　牛乳パックで簡単☆和紙風はがき作り
　　　　　　　　９月20日(火) 10：30～　大好評！ボッチャ大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※会場はふれ愛支援センター（２階大会議室）です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接会場にお越し下さい。
　　　　　　　　10月17日(月) 10：30～　食欲の秋☆ハイゼックスで蒸しパン作り

地域に開かれた病院として安心・快適な治療環境を整備するため、下記の通りボランティアを募集しています。

   日　　時　　平日８：30～12：30のうち２～３時間程度　　　場　　所　　魚沼基幹病院　外来エリア

　内　　容　　・外来に来られた方の案内
　　　　　　　・自動再来受付機、検査受付機の使用方法の説明・補助等
　　　　　　　・車いす利用者の誘導やお手伝い
　　　　　　　・診療科や病棟等への案内
　　　　　　　・待合スペースの整理・整頓

　対　　象　　・心身ともに健康な方
　　　　　　　・「患者さんの役に立ちたい」というお気持ちがあり、積極的に活動していただける方
　　　　　　　・患者さんのプライバシーを守られる方

　問合せ先　　〒949-7302　南魚沼市浦佐4132番地　新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院　
　　　　　　　☎：025-777-3200（内線2333）FAX：025-777-2811
　　　　　　　総務課総務係　ボランティア担当　（月）～（金）9：00～17：00

※新型コロナウイルス感染状況により、開催場所や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。

※¨しゃべり場お六¨は８ページ「地域のチカラ」にも紹介していますので、ご覧ください。

●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。

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！

6
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材料  （１人前）
●バナナ…2本
●牛乳……200㎖　
●ハチミツ（お好みで）…大さじ 1

作り方
①アイラップに皮をむいたバナナと牛乳、ハチミツを入れ、
　揉みながら混ぜ合わせる。（バナナだけでつぶすと空気
　に触れて変色するので、牛乳を入れてからつぶしてくだ
　さい。）
②そのままでも良いですが、アイラップの口を結び、冷凍
　庫で１時間以上冷やすとより美味しく召し上がれます

　 アイラップ

おやこキッチン
　 アイラップ

おやこキッチン
de

ミキサー不要☆バナナジュース

※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。

柔らかくなったバナナ（完熟、傷みかけ大歓迎）を使ったジュー
スです。皮が黒くなったバナナが残った時に作ってみてください
♪簡単でとても美味しいです (o^^o)

　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　クイズ係
　応募締切日　　８月31日（水）当日消印有効
　賞　　　品　　正解者の中から抽選で5名様に南魚沼市立総合支援学校高等部プ
　　　　　　　　ロダクト班の米封筒をお送りいたします。
　　　　　　　　※当選発表は、発送をもって代えさせて頂きます。
　南魚沼市立総合支援学校の高等部では、MSG カフェを中心としたサービス班、
プロダクト班、メイキング班の活動を通して、働く喜びを味わい、社会の一員と
して自立することを目指しています。米封筒は、生徒が米袋を利用して作った封
筒を「NPO 法人みんなの庭」様が製品化しているコラボ商品です。米袋商品や
MSGコーヒーは、図書館で行われるMSGカフェでも販売していますので、是非
ご覧くださいませ。

　前回の答え
①きんたろう　②しゅうまい
③かぶとむし　④ひやしんす

4つのクイズを解いて、A～Eに文字を
入れて言葉を完成させてね！

①　サマーバケーションは日本語で
　　何というでしょう。

③　夏といえばこれ！いちご味やメロン
　　味などのシロップをかけて食べます。

④　水の上にプカプカ浮かぶもの。海や
　　プールで活躍します。

②　○○○○・いきいきサロンは、市内に75サロンあります。
　　ヒント：みなみうおぬま社協だより6月1日号をみてね！

A　　　B　　　C　　　D　　　E

A

B

C　　　　　　　　　　　　　　　E

D

上にミントの葉を
乗せるとおしゃれ
ドリンク風に。

目隠しして、棒を
もって、ぐるぐると
回ってやったり
するよ！

【答え】

回答フォーム
QRコード



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

養護老人ホーム魚沼荘

発行：南魚沼市社会福祉協議会　 魚沼市小栗
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

定期型お茶の間サロン̈ しゃべり場お六̈

●

●

●

●

●

●

　定期型お茶の間サロン̈ しゃべり場お六̈ とは

　小栗山の福祉センターしらゆりで毎週月曜日の
10：00～15：00（現在は10：00～12：00の時間短
縮）まで活動をしている、世代間交流や仲間づくりな
どを目的としたお茶の間サロンです。
　高齢者の方や子育て中の方、障がいをお持ちの方な
ど誰でも自由に気軽に参加でき、世代間交流や仲間づ
くりが自然にできます。

　̈ しゃべり場お六̈ の特徴

　活動の内容は、茶話会が中心ですが、毎月第３月曜
日にはビンゴ大会や、ボッチャ大会などのイベントを開催しているので、毎回多くの参加者が見えられます。
　自家製の野菜や手づくりのティッシュカバー、エコバックなどおすそわけして下さる方もいらっしゃった

り、物知りな人も多く、「ナスは取れすぎたら
こうやって保存すればいいんだよ！」や、「こ
んなのココとココを合わせて縫っただけで簡単
に作ったんだよ！」と皆さんで情報交換をして
楽しくお話している姿が見られます。自分の地
域の人だけでなく、他の地域の方とも自然と交
流できるのは̈ しゃべり場お六̈ の魅力だと思っ
ています。

　̈ しゃべり場お六̈ に興味がある方にメッセージ

　現在はコロナの影響もあり、活動時間を短縮して
いますが、しっかり感染症対策をしながら、新聞紙
のエコバックや、牛乳パックの座椅子作りなど、イ
ベント日以外でも気軽に楽しめる活動を考えていま
す。
　皆さんのご参加お待ちしております♪

スカットボールの様子
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