No.

104

2022.10

！
夏や
た
し
すみ
ま
い
★チャ
行
体験）を
レンジ
き
歩
ボランティ
でまち
ア（炊きだし体験 ・¨しゃべり場お六¨ 訪問 ・ 車いす
地域とつながる

フードドライブのお知らせ････････2
生活福祉資金教育支援資金
善意をありがとう････････････････3
赤い羽根共同募金の案内･･････････4
お便り相談･･････････････････････5

地域をつなげる

地域の福祉情報誌

社協会費のご報告、
¨しゃべり場お六¨、
介護者交流会･･････････････････････6
生活・介護支援サポーター養成講座
レッツ脳トレ♪クイズで応募････････7
紹介します！地域のチカラ･･････････8

はじまります！
赤い羽根共同募金

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をひとり親世帯や生活に
お困りの世帯、地域食堂や子ども食堂等に提供するもので、食品ロスの削減に
もつながる取組です。

【お持ちいただきたい食品例】
■お米（玄米、もち米も可。ただし、令和 3 年秋以降に収穫のもの）
■保存食品（瓶詰等）
■インスタント食品・レトルト食品（カレールー等）
■乾物（パスタ等）

■調味料各種（砂糖、食用油等）

■飲料（ジュース等）

■ギフトパック（お歳暮等）

※上記の内、未開封品で

常温保管が可能な

賞味期限が２か月以上残って

いる食品です。

【受付日時】

【受付場所】

10/3（月）〜 10/31（月）

福祉センターしらゆり（小栗山 303-1）

9 〜 17 時

大和老人福祉センター（大崎 594-9）
塩沢老人福祉センター（塩沢 1112-38）

※土日祝日除く

問合せ先

地域福祉係

☎773-6911

今、暮らしに 少しでも
お悩みを 感じていませんか？

ऴ୦֧֭֒Ւ։֧֓Ւׁ֦֩ג։ਂ֪
֪֞֠֓ະཎऀ֔փՓ

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

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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生活福祉資金貸付事業

教育支援資金のご案内

低所得者世帯を対象に、資金を貸付することにより進学や就学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につながるこ
とを目的とします。審査の都合上、お申込みから送金まで1ヶ月以上のお時間を要する場合もあります。借入を検討
される方は、お早めにお問い合わせください。

資金種類

具体的な使途

資金費目

貸付上限額

就学支度費

教育支援資金

教育支援費

学校の授業料などに
必要な費用

学校に入学する際に
必要な費用

ひとり親世帯については、新潟県が実施している「母子・父子・寡婦福祉資金の貸付」の利用となる場合もあります。
問合せ先

生活支援係（生活福祉資金貸付事業担当）

☎773-6919

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７月２９日〜令和４年９月１６日）

・有限会社 金誠館 様

８２,０００円

・星野

琴江 様

・こぶし会 様

５７,０００円

・南魚理容組合 様

紙おむつ
タオル５０枚

フランスベッド

立ち上がり支援ベッド

展示中！！
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くつ・杖・介護用品
多数ございます！！

赤い羽根共同募金
イベントのご紹介
փ၍ᇻઞ ֭֓ب؎יൾऴ
10月1日から12月31日まで、赤い羽根共同募金運動がはじまります。
10 ଈ 1 ႘֊ 12 ଈ 31 ႘ֽ֦Ւփ၍ᇻઞࢥ၌ֽֽ֮֗֘Փ
南魚沼市共同募金委員会では、「誰もが気軽に楽しく募金に参加」をテーマに様々なイベントを予定していますの
ႊਖ਼൮౦၍ᇻઞ࡙ࡿव֦֮Ւզ༱ׁਂ֪ॼ֖֎ᇻઞ֪ౄइէב՛֪ؓዻy֩בب؎יያ࿊֖֥փ
でぜひご参加ください。
ֽ֦֭֘֓ൾऴֽ֖֘Փ

ႊਖ਼൮౦ Machi
南魚沼市
Machiᇻઞ
募金

ᇲዻ֦Ւ։ਰዻႊਖ਼൮౦ Machi ᇻઞඉᆀבமႚ֧֘პඑ֭ࡴᆪփ၍ᇻઞ
協力店舗様で、お客様が南魚沼市Machi募金対象商品を購入すると売上の一部が赤い羽根共同募金へ募金
ַᇻઞ֔ຎ֦֘־Փᇲዻ֭དࡰଝঊ၌֧֩֎֦֩֟Ւ։ਰዻׁ֪֧֢֥႘ඛ֭൯ᅉ
される仕組みです。協力店舗様の地域貢献活動となるだけでなく、お客様にとっても日常の消費活動が地域
ঊ၌དࡰ౫֪֣࣍֩ශ֖փᇻઞ֦֭֘״נՓ
支援につながる新しい募金のカタチです。
პඑ֭ࡴᆪ

དࡰᆵ

ᇻઞ֔

ड༎शଂַ

Ç

Ç

ᇲ֦ඉၾዴבተ֞֘

ؘסؘסᇻઞ
ガチャガチャ募金

ᄄන֭ස౦ኁֽ֣
八色の森市民まつり

ؘ֭סؘסౄइᅉӡ1 ष 100 ࣅӢॽփ
ᄄන֭ස౦ኁֽ֣בب֪ഞ֖֥ק՛ؕב
八色の森市民まつりにテントを出店してゲーム
ガチャガチャの参加費（1回100円）が全額赤い
၍ᇻઞ֪ᇻઞֽ֔֘Փנ،֭ؠװཨ֪֮Ւ ֽ֖֘Փק՛֭ؕౄइᅉӡ1
ष 100 ࣅӢ֮ॽփ
をします。ゲームの参加費（1回100円）は全額赤
羽根共同募金に募金されます。カプセルの中には、
ᆀ֪֭փ֧ؠ؟ן։ׁ֗֎־ႚ֢ ၍ᇻઞ֪ᇻઞֽ֔֘Փ
い羽根共同募金に募金されます。
景品の他に赤い羽根とオリジナルおみくじも入っ
ժ႘ಐի10
ଈ 9 ႘ӡ႘Ӣ »»ಐ
【日時】10月9日（日）
10時〜15時30分

֥փֽ֘ď
ています♪

【場所】八色の森公園
ժസիᄄන֭ස୰ࣆ

ִ֮֬ֆ֘
はねふぇす
ק՛֭ؕౄइᅉӡ1 ष 100 ࣅӢॽփ
ゲームの参加費（1回100円）が全額赤い羽根共
၍ᇻઞ֪ᇻઞֽ֔֘Փ
同募金に募金されます。
ժ႘ಐի10 ଈ 30 ႘ӡ႘Ӣ
»»ಐ
【日時】10月30日（日）
10時〜15時
ժസիبןיᎥ႘ྎ1階
1ॎ
【場所】イオン六日町店

֩־֖ॼבب؎יՒ
イベントを楽しみながら、
ᇻઞঊ၌֪ౄइֽ֖֚֊גi
募金活動に参加しま
せんか？

Åႊਖ਼൮౦ Machi ᇻઞ֭ᇲዻ֭ගሇ့Ւب؎יᇻઞ֭ඈ֮ Facebook ֓בጥ֎֟֔փj
ժኴ֚๐իདࡰᆵ ɨ773-6911内容等を変更する場合があります。
※新型コロナウイルス感染状況によっては、
あらかじめご了承ください。
また、

イベントに参加される際はマスク着用等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いします。
※南魚沼市Machi募金の協力店舗様の情報やガチャガチャの設置場所等、イベント募金の詳細は
Facebookをご覧ください！
փגְגዻ
【問合せ先】地域福祉係 ☎773-6911
FacebookQRコード
Facebook ֭ QR ר՛֪֊֒֨בႚ֔֟֎֥փՓQR ר՛֪ऀ֭զFacebookQR ר՛է֧ႚ֥
֎֟֔փՓ

魚沼店
䚷䚷䚷䚷䚷䚷

ホームページもご覧ください
↓↓

ご相談・お問い合わせは・・・

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

０１２０-６３４-０００
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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。
生活支援係より

ご相談

ご相談ありがとうございます。夢を応援したいお気持ち、
とてもよくわかります。

高３、高１の息子がおり

社協には、他の奨学金や貸付制度を利用できない、もしく

進学費用で悩んでいます。

はそれらを利用してもなお貸付が必要な場合に対象となる

息子たちが大学進学を希望し

「教育支援資金」の貸付事業があります。進学するご本人に

ています。夢を応援してあげた

対して無利子で貸し付けるもので、息子さんとも面談し、無

い気持ちはありますが、収入や

理なく返済ができるよう一緒に考えさせていただきます。入
学金の〆切日が早い学校もありますので、入金が必要な日か

貯蓄が多くないので心配です。

ら１ヶ月以上の余裕を持って、お早めにご相談ください。

日本学生支援機構の奨学金は

くわしくは３ページをご覧ください。

利用する予定ですが、他に進学

お子さんたちの教育費が用意できるよう、家計

の助けになる情報があれば教え

の見直しをお手伝いできます。国の研修を受けた

てください。

家計改善支援専門員もおります。相談は無料です
ので、お気軽にご連絡ください。

●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
※右のQRコードからメール作成画面へ移動できます。

ܖᄂطඑὉ҅ᠼρɶЭܴ
ɟဃ̅ảỦע᪽щᦀảộẴὲ
ɟʴọểụỆỏẾẺụỉܖ፼ử੩̓ẲộẴẇ
૰˳᬴ܖ፼ܱɶὲ

ⅨਦݰᎍⅩ
Ⅸ≷≨≯Ⅹ
Ꮫ◊ሷἑᩍᐊ
Ꮫ⩦᪥ ᭶࣭ᮌ
 㛫 15㸸00㹼20㸸00
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ထဋ ʶ፦
090-8302-3576

Ꮫ◊㎮භ୰๓ᩍᐊ
Ꮫ⩦᪥ ⅆ࣭㔠
 㛫 15㸸00㹼20㸸00

南魚沼市社協だより／令和４年10月１日発行

メール用QRコード

社協会費のご協力ありがとうございました。
12,661世帯

7,600,100円（令和4年9月16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
まとめにご協力頂きました。多くの市民の皆様から会費の納入を頂き感謝申し上げます。
この会費は、地域の様々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頂きます。

10月・11月・12月の ̈ しゃべり場お六
●事前の予約は必要ありません。
日

時

●福祉センターしらゆりのお風呂は休館日です。

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

（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

🍁

10月17日(月) 10：30〜

食欲の秋 ハイゼックスで蒸しパン作り

11月21日(月) 10：30〜

身体と頭をほぐすレクリエーション活動

12月19日(月) 10：30〜

優しく灯る牛乳パックでランタン作り

・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。
スタッフ募集

参加された方のお話し相手や会場の準備、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
※¨しゃべり場お六¨の活動の様子はFacebookでも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

Facebook
QRコード

※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。

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

11月10日㈭

『ひなげし』

12月９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

11月５日㈯

「ほおずきの会」

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
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。
南魚沼市社協だより／令和４年10月１日発行
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第３回

生活・介護支援サポーター養成講座

コミュニケーションスキルアップ講座
〜「聴く」から「伝える」スキルへ〜
現代において、コミュニケーションスキルは信頼関係を構築するうえで欠かせないスキルの一つです。この講座で
はコミュニケーションスキルの社会的意義を学びながら、他者とコミュニケーションを図る上で大切な「上手な聴き
方」「伝わる話し方」「効果的な話の組み立て方」等の実践的なポイントについて学習し、ボランティアに取り組む
人材を育成することを目的として開催します。
学んだスキルを、地域活動やボランティア、職場や学校、ご家庭等で活かしてみませんか？
参加対象

コミュニケーションのスキルアップに興味のある方

講

師

新潟カウンセリング協会

日

時

11月5日（土）13：30〜16：00

会

場

ふれ愛支援センター（南魚沼市坂戸399-1）

定

員

40名（先着順）

申込締切

10月21日（金）

申込・問合せ先

地域福祉係

協会理事 小林

幸枝

様

☎773-6911

5つの四字熟語の内、空欄に数字が
入らない四字熟語はどれでしょう。

①

有□実行

②

□期□会

③

④

□載□遇

⑤

□致団結

【答え】

□折不撓

今月も皆さんから
の感想などをお待
ちしています！

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。

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

HP
QRコード

応募締切日

10月28日（金）当日消印有効

賞

正解者の中から抽選で４名様に社会福祉法人 桐鈴会「工房とんとん」で使える商品券をお送りいたし

品

ます。
※当選発表は、発送をもって代えさせて頂きます。
社会福祉法人 桐鈴会「工房とんとん」とは
手作りパンをはじめ、美味しい食事・手作りの雑貨品をみなさまへ提供してい
ます。私たち職員は、利用者の障がい特性を共有し、その人に合わせた仕事の仕
方を考え、日々楽しく共に支援を行っています。地域の方たちから愛され続ける
施設づくりを心掛け、多くの方からお越し頂ける施設を目指します。是非みなさ
んも「工房とんとん」へ遊びにいらしてください。お待ちしています。

※今月号のアイラップdeおやこキッチンはお休みです。また次号お楽しみください。
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前回の答え
すいかわり

東地区地域づくり協議会みんなの食堂運営委員会
〜地域みんなで未来を応援〜広がれ

みんなの食堂の和

みんなの食堂とは
世代を超えて、様々な人たちとかかわる機会や、地域のつながり
を作り、地域を元気にしたい。食を通じて０歳から１００歳まで集
う多世代交流の場です。
令和4年度は東地区開発センター・三用うるおいの里みよう・大
倉地区公民館せせらぎを会場にし、月に1回第３土曜日17：30〜会
場を移動しながらみんなの食堂を開催しています。
今後の予定
三用うるおいの里みよう……10月15日
（土）
大倉地区公民館せせらぎ……11月19日
（土）
みんなの食堂の特徴
・できる人ができる時にできるだけのスタンスで関わる。
・適材適所継続できる活動。
・ありがとうの気持ち〜声の掛け合いや笑顔で交流。
・居心地よい雰囲気づくり。
・もったいないを無くす。
・世代や分野の違う人たちも共感や理解する。
・心配なことや気づいたことは相談、話し合う。
みんなの食堂の特徴に興味がある方へメッセージ
このみんなの食堂が地域のすべての人たちにとって、欠かせない
場所となり、地域で抱える問題を発見し、そこに集まった人たちで
解決の方法を考え、次の支援へとつなげる場所に
なっていく。地域から一人でも困っている人が減
ることが願いです。
ぜひ、興味のある方は、一度お越しいただいて
雰囲気を感じてもらいたいと思います。
コロナ禍の中だからこそ出来ることがあると思
います。運営スタッフに興味や関心がある方は、
東地区地域づくり協議会みんなの食堂運営委員会
（☎779-3312）までご連絡ください。

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
E-mail ： info@mu-shakyo.or.jp

魚沼市小栗
ホームページ： http：//www.mu-shakyo.or.jp

ホームページ

facebook

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

