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※詳細は7ページを
　ご覧ください。
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令和4年度　南魚沼市社会福祉協議会　賛助会員様令和4年度　南魚沼市社会福祉協議会　賛助会員様

　市内の企業・団体・個人の皆様から当会の事業にご賛同いただき、賛助会員の加入へご協力いただきました。以下
のとおりお名前を掲載させていただくとともに、厚く御礼申し上げます。　　　　　　（令和4年11月24日現在）

　経済状況の大変厳しい中、多大な
るご協力をいただき、心より感謝申
し上げます。
いただいた会費は地域のつながりを
深める取り組みや、将来の福祉の担
い手育成のための福祉教育、災害時
のボランティア活動支援、ひとり親
の方を応援する事業、法人後見事業

など、この地域の「ふ
だんの くらしを しあ
わせに」するための
様々な地域福祉事業に、
大切に使わせていただ
きます。

お名前の掲載を希望されない企業・個人の方からもご支援を頂いております。

㈱ＩＦＣ
㈱アクティ 八海山麓サイクリングターミナル
㈱いんぱん
㈱ＦＤ魚沼
㈲小澤農場
㈱上村建設
越路商事㈱
塩沢信用組合
㈲塩谷設備
新和コンクリート工業㈱
高橋自転車店
㈱トピアホーム
新潟ガービッヂ㈱
新潟中部水産㈱
㈱萬装
㈱粉研パウテックス六日町工場
㈱丸五
㈱元店建設
㈱雪国リゾートインフォメーション
（福）若葉会
塩沢郵便局
五日町郵便局
薮神郵便局

青木酒造㈱　
井口建設工業㈱
㈱エフエム雪国
大津菓子店
㈱カネカ建設
㈱現代
㈱佐藤鉄筋
㈲塩沢やぶそば
㈱新明建設
高橋建設㈱
でんきと住まいのかむ
なかやま美術
新潟セルテック建設㈱
㈱ハリカ六日町店
㈱笛田組
Honda Cars魚沼 南魚沼店
税理士法人ミライテラス大竹事務所
ゆきぐに新電力㈱
㈱ローテック
中之島郵便局
五十沢郵便局
大崎郵便局

㈱あおき花えん
イオン六日町店同友店会
㈱魚沼食品流通センター
㈱大平建設工業
カクチョウ印刷㈱
黒岩住設㈱
㈱こまがた農園
塩沢米穀㈱
㈲上州屋商店
ダイワゴルフ練習場
だんだん亭にっぽん家族
㈱中島屋
新潟砂利建設工業㈱
㈱羽吹組
ＦＩＣパートナーズ㈱
保険の株式会社 アイムス
三矢生コン㈱
大和ガス㈱　
㈱利七屋
砂押郵便局
六日町温泉郵便局
東郵便局
六日町郵便局

㈱アイ防災設備
㈱阿部製作所
㈲上田の郷
㈱オオギ産業
㈱貝瀬組
㈱環境コミュニティ
小島電設㈱
㈲塩沢そば処田畑屋
㈱島田組
大建企業㈱
㈱タキノガワ
富山電気㈱
新潟県労働金庫六日町支店
八海醸造㈱
ファミリーダイニング小玉屋
HAIR BOUTIQUE AQUA（美容室アクア）
三矢砂利㈱
㈱ヤギカナ
㈱ラック
石打郵便局
越後上田郵便局
城内郵便局
大和郵便局

地域福祉活動を応援いただき、ありがとうございます

【企業・団体】（敬称略・五十音順）

【個人】（敬称略・五十音順）

井口　孝二　　大平　洋子　　岡村　啓志　　小倉　良平　　勝又　義一　　加藤　哲也　　狩野　　敏　　木村　捷佐
小林　邦男　　佐藤　英則　　角谷　正雄　　関　　　昭　　関　　　誠　　髙野　武彦　　田澤　静江　　田邊　和美
角田　哲夫　　南雲　陽子　　坂大ミイ子　　本多　茂夫　　宮内　達也　　米山　恒夫　　若井　利信

安心して暮らせる
福祉のまち（南魚沼）を目指して
令和4年度賛助会費の応援サポーターを
継続して募集中です！

　多様化する福祉課題を地域の皆さんと共有し、
地域全体の幸せな暮らしに必要な福祉サービスや援助活動等に柔軟に取
り組むために賛助会費は活用されています。
【手続き方法】
ホームページ→「寄付・募金したい」→「社協会費」→「賛助会員入会
お申込みフォーム」よりお申込み下さい。  （後日、振込用紙等を送らせて
頂きます）

HP QRコード
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　10月20日（木）に第33回南魚沼地区社会福祉大会が南魚沼地
域振興局講堂で開催され、長年にわたり社会福祉事業やボラ
ンティアなどの地域福祉活動に貢献して頂いた南魚沼市在勤
の方の6名と6団体の皆様が南魚沼地区福祉功労者として表彰
されました。

　11月10日（木）に第72回新潟県民福祉大会が長岡市立劇場で開催され、
長年にわたりボランティアなどの地域活動に貢献して頂いている南魚沼
市の５団体に対し、令和4年度新潟県社会福祉協議会会長表彰が授与され
ました。

・南魚沼市食生活改善推進員協議会　様
・新潟県赤十字安全奉仕団南魚沼分団　様
・学校町ふれあいサロン　様
・万条いきいきサロン　様
・一村尾ほおずきサロン　様

第72回 新潟県民福祉大会開催！第72回 新潟県民福祉大会開催！

受賞おめ
でとう

ございま
す！

　表彰状

社会福祉施設の役職員で、その功績顕著な方
・南魚沼福祉会 職員　長 田 良 治　様
・南魚沼福祉会 職員　林 　 順 子　様
・南魚沼福祉会 職員　貝 瀬 保 幸　様
・南魚沼福祉会 職員　髙橋　八千代　様
・南魚沼福祉会 職員　南 雲 尚 史　様
・南魚沼福祉会 職員　中 野 　 豊　様

社会福祉施設・団体で、その目的とする事業の活動が優秀な者
・青少年育成南魚沼市民会議　様

　感謝状

その他社会福祉事業に対して、特に功績顕著で
他の模範とするにたる団体
・津久野楽笑クラブ　様
・中野紅葉会　様
・清長寺いきいきサロン　様
・心豊かな子育て教室　様
・ふれあい魚野川プロジェクトチーム　様

第33回 南魚沼地区
社会福祉大会開催！
第33回 南魚沼地区
社会福祉大会開催！
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　居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所のご利用者様を対象にアンケート調査を実施いたしました。アンケートに
ご協力いただきました皆様からのご意見を、今後の事業運営に活かしていきたいと思います。
　ご協力ありがとうございました。

【皆様からのご意見等】
・メール等で連絡が取れるとありがたいです。口頭よりも記録が残り、時間も気にしなくて良いので助かります。
　➡ご意見ありがとうございます。ショートメールやメールでのやり取りを希望される方は、担当のケアマネジャー
　　にご相談ください。担当からご説明させていただきます。

【皆様からのご意見等】
・急にサービスが必要になった時に、対応していただけるのでしょうか？
　➡ご質問ありがとうございます。まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。当事業所としては、出来る限り
　　ご希望に添えるよう対応させていただきます。

掲載しておりますアンケート結果は、一部抜粋させていただいております。
アンケート結果の詳細については、当会ＨＰに掲載させていただいております。

CMで話題のフランスベッド
臨床支援マルチポジションベッド展示中！

介護用ベッド自費レンタル月額1000円～
介護用品多数取り揃えております！

介護が楽～♪

福祉用具　レンタル・販売・住宅改修

シルバーサポートスマイル
TEL025-775-7501

〒949-6680　新潟県南魚沼市六日町2367-1

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

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所 アンケート調査結果居宅介護支援事業所、訪問介護事業所 アンケート調査結果

居宅介護支援事業所

配布・回収期間
令和4年8月1日～
　　　　9月30日
配布数　146枚
回収数　105枚
回収率　71.9%

訪問介護事業所

配布・回収期間
令和4年9月15日～
　　　10月14日
配布数　119枚
回収数　94枚
回収率　79.0%

Ｑ．訪問介護
サービスを利
用して介護の
負担が軽減し
たと思います
か。

Ｑ．ご利用者
様並びにご家
族様は提供さ
れるサービス
の質や技術に
満足していま
すか。

Ｑ．必要な時
にケアマネジ
ャーと連絡が
取れています
か。

Ｑ．サービス
利用により、
ご本人の生活
に変化はあり
ましたか。

はい
93％

維持できている
60％

満足
45％

大変満足
30％

ふつう
19％

良くなった
25％

無回答
13％

無回答3％
いいえ
1％

どちらともいえない
3％ 悪くなった

2％

無回答6％大変不満
0％

不満0％

はい
81％

いいえ
1％

どちらとも
いえない
11％ 無回答7％
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　10月29日（土）に開催された第6回新潟県介護技術コン
テストに、社協の訪問介護事業所から職員2名が出場しま
した。今回の課題は「移動移乗ケア」、「アクティビティ
ケア」の2つでした。介護業界は人手不足でどの事業所も
苦労をしています。今回は「介護の魅力」や「興味深い職
業であること」を職員がこのコンテストを通じて広く知っ
ていただきたいという思いから、出場を決めました。

　残念ながら賞をいただくことはできませんでしたが、
改めて介護技術の大切さを知り、また、職員一丸とな
って練習に取り組めたこと、他の出場者の介護技術を
見る事ができたなど、事業所として得るものはたくさ
んありました。
　今後も地域でより良いサービスが提供できるよう、
訪問介護員一同質の向上に取り組んでまいります。
　コンテストの動画は新潟県介護福祉士会のホームペ
ージで公開されます。是非ご覧になってください。

　社協訪問介護事業所では、利用者に寄り添い、住み慣れ
たご自宅での生活ができるよう支援をします。

住　所　南魚沼市泉甲154番地1
電　話　788-1040　FAX　788-1041
定休日　日曜、1月1日～3日
※定休日のサービス提供は応相談

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

  15 00 20 00 

 

  

  15 00 20 00 

   

 090-8302-3576 

出場
しました

に
ケアコン

移動移乗ケア

笑顔あふれる明るい職場です！
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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

↓↓

　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　　12月26日（月）当日消印有効
　賞　　　品　　正解者の中から抽選で３名様に「工房あした」のサヲリ織りを
　　　　　　　　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。

「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かたわら、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上げたオンリーワンの
布は、母達の手によって様々な小物に変身します。 前回の答え　　有言実行

冬の野菜ではない野菜は
どれでしょう。

①  白菜　　②  ゴーヤ　③  オクラ　　④  大根

⑤  里芋　　⑥  ズッキーニ

ヒント：
答えは1つとは
限らないよ♪

【答え】

HP
QRコード

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９月１７日～令和４年１１月２９日）

・西泉田かごの会 様　　　　　　　　　 　１０,０００円
・高齢者趣味の教室 塩沢陶芸教室 様　　　 　９,２００円
・しおざわ盆栽会 様　　　　　　　　　　 　２,０００円
・第4回迷球会ゴルフチャリティーコンペ 様　２５,０００円
・なでしこ活動Ｂ班 様　　　　　　　　　　　使用済み切手
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12月・1月・2月の̈しゃべり場お六¨12月・1月・2月の̈しゃべり場お六¨

   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　　12月19日(月)10：30～　優しく灯る牛乳パックでランタン作り
　　　　　　　　1月16日(月)10：30～　何が当たるかお楽しみ♪新春ビンゴ大会
　　　　　　　　2月20日(月)10：30～　今年もステキ♡ひな飾り作り

・手指消毒、検温、マスク着用など感染予防対策にご協力をお願いします。

　¨しゃべり場お六¨では、受付スタッフや皆さんで楽しめる演芸披露（歌、工作、
手品…など）をしてくださるボランティア募集しています！ご興味がある方は、是非
見学にいらしてください😊

●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。

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。

1月10日㈫
2月10日㈮

1月お休み
2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

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！

24時間テレビ  愛は地球を救う
チャリティー募金活動
　　　　　　　　　 （8/27～28）

24時間テレビ  愛は地球を救う
チャリティー募金活動
　　　　　　　　　 （8/27～28）

〈会場〉
あぐりぱーく八色様
はりまや７２店様

　大勢の皆様の温かいご支援ご協力により、
たくさんの募金が集まりました。ありがと
うございました。

募金総額
273,814円

南魚沼市身体障がい者
協会、市内高校生の皆さ
んから街頭募金ボラン
ティアとしてご協力いた
だきました！

　10月22日（土）に大和老人福祉
センター「湯咲荘」で北里大学保
健衛生専門学院生達が「身近な食
材を使ったみんなが笑顔になれ
る美味しいオリジナルおにぎり」

をテーマに考案し作った2種類のおにぎりの提供と、 演芸
ボランティア団体から演芸をご披露いただき、 食べて観て
楽しい世代間交流・地域交流を開催しました。
　来場者からは「若い方達が一生懸
命考えて作ってくれて、久しぶりに
気持ちがワクワク出来ました。」等の
お声が寄せられ、笑顔満開の交流会
となりました。

※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。

おなじ釜のメシを食う
ONIGIRI 交流会を行いました



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

大正琴  峰の会

●

●

●

●

●

●

どんな活動をしていますか。

　大正琴の演奏ボランティアをしています。25年くらい前から六日町の大正琴教室に通い始めたのですが、
その時一緒に習っていたメンバー5人が中心となって、現在まで続いています。
　峰の会という名前の由来は何だったかな？25年前のその場の思い付きです(笑)

大正琴の良さ

　1人で演奏していても楽しくありません。やはり、仲間たちと集まって綺麗なアンサンブルになると面白
さを感じますね。集まる時は大正琴の練習だけではなく、季節の果物などを持ち寄ってお茶の時間を設けて
います。仲間と世間話をしていると気が晴れますね。

どんなときにやりがいを感じますか

　練習したことを発表する場があることに喜びを感じま
す。コロナ禍の前は福祉施設からよく声がかかって、演
奏しに行っていました。皆さんとっても喜んでください
ますし、知り合いを見つけてはお喋りをしたり写真を撮
ったり…。
　今の目標は今年の11月に京都で開催される大正琴の
全国大会です！もちろん観光も楽しみです(笑)（※取材
日は10月22日でした。）

この記事を読んでくださっている方々へ

　今の若い人たちは色々な趣味を持っていることと思い
ます。何か一つ趣味があれば仲間が出来ますし、「次の
発表会が終わったら、みんなで温泉いこっか♪」とか目
標を立てると張り合いになって良いと思います。ただし、
私は趣味を思い切り楽しむ為に家の仕事もしっかりする
よう心がけていますよ。周囲の理解があっての楽しい活
動ですからね。

取材日は手品も披露してくださいました

息の合った演奏は想像以上に迫力のあるものでした…

　　　　　　大正琴の生演奏を聴かせていただくのは初めてでしたが、その音の厚みにビックリしました！
　　　　　日々の練習はもちろん、休憩時間のおしゃべりなどが潤滑油となり綺麗な音色を生み出している
のだと思います。市内にはこういった演芸ボランティア団体が大勢登録しています。地域のふれあいサロン
や各種イベントへの出演依頼は社会福祉協議会までご相談ください。

編集
より
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