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信濃町

掲 載 記 事
地域のサロンへお邪魔します
～ふれあいいきいきサロン～ 
お知らせ 

⑵・⑶・⑷・ ⑸

これからの予定ほか 

２０２０年

⑴
⑹

3月号
御料お楽しみ会

熊倉お茶の間サロン

地域のサロンへお邪魔します
～ふれあいいきいきサロン～

地域のつながりをつくる集いの場として広がっている「ふれあい いきいきサロン」
。主催
者向け交流会で制作した「ペットボトルキャップで作る麦わら帽子」をそれぞれのサロンで
も作りました。ワイワイとにぎやかに作るのかと思いきや……、黙々と自分だけの素敵な帽
子を完成させていました。
「頭と指先を使うのもいいね。」と好評でした。
社会福祉協議会は皆様の会費で支えられています。
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社会福祉協議会費へ
ご協力をお願いします

赤十字活動資金への
ご協力をお願いいたします

本会は、
「誰もが安心して暮らせるまちづ
くり」を目標として、地域福祉の推進を図る

社会福祉協議会費と合わせて、毎年４月に
組総代様を通じて、日本赤十字社への寄付

ことを目的とする公共性の高い民間団体です。
毎年４月に組総代様を通じて、１世帯あた

（１世帯あたり４５０円目安）をお願いしていま
す。

り１，０００円の社協会費のご協力をお願いして
おります。

毎年５００円以上の資金協力をしていただけ
る方で、日赤支援者として登録をご希望され

会費を納めていただくことで、すべての住
民の皆さまが地域福祉活動を支える一員とな
り、
「住民参加」による福祉のまちづくりの

る方は活動資金納入時に登録をお願いいたし
ます。

発展につながっております。住民会費制度の

ご協力は自由意思ですので、皆さまのご理

趣旨をご理解いただき、より多くの方に、会
員として社会福祉協議会を支えていただきま
すようお願い申し上げます。

解とご協力をよろしくお願いいたします。

※会費のつかいみちについては、４月に
組総代様を通じて配布されるチラシを
ご覧いただくか、本会ホームページを
ご覧ください。

義援金・救援金のお知らせ
⃝令和元年台風１９号災害義援金

３７０，４９５円（１月３１日現在）

⃝平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
⃝平成２９年７月５日から大雨災害義援金
⃝平成２８年熊本地震災害義援金

令和２年３月３１日（火）まで

⃝東日本大震災義援金
⃝バングラデシュ南部避難民救援金
⃝中東人道危機救援金
⃝平成３０年７月豪雨災害義援金

令和２年６月３０日（火）まで

引き続きみなさまのご協力をお願いいたします。
▪受付

社会福祉協議会事務所

月～金曜日（祝日を除く） 午前８時３０分～午後５時１５分

お申込み・お問合せ
社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

電

話

０２６－２５５－５９２６  FAX ０２６－２５５－６２４２
E-mail welfare@arion.ocn.ne.jp
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ボランティア活動保険の更新をお願いします。
現在、全国社会福祉協議会が実施している「ボランティア活動保険」に加入の方は、３月３１
日で補償期間が終了します。
（災害支援活動のため保険に加入された方も補償期間が終了します）
次年度も継続してボランティア活動保険に加入をご希望される方は、更新手続きをお願いい
たします。なお、グループでご加入の場合は、グループの代表者の方へ更新手続きのご案内を
させていただきましたので、ご確認ください。
▪補償対象

国内における自発的な意思による他人や社会に貢献する無償のボランティア活動

（社会福祉協議会に届け出た活動
▪補償の対象となる事故

※内容によっては対象とならない活動もあります）

ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故

▪補償期間

令和２年４月１日～令和３年３月３１日

▪保険掛金

基本プランの場合：一人あたり（年間）３５０円
天災・地震補償プラン：一人あたり（年間）５００円

赤い羽根共同募金運動
１０月１日よりみなさまにご協力いただきました赤い羽根共同募金は２，
０６１，
２７９円（１月３１日
現在）となりました。
お預かりしました募金は、次のように令和２年度に活用されます。
▪信濃町の地域福祉事業に

１，６０５，２７９円

（内訳）いきいきねんりんのつどい（地区敬老会）
希望の旅（障がいをお持ちの方の外出事業）
▪県内施設や災害支援積立金に

４５６，０００円

（県内社会福祉施設の備品整備や災害時被災地の避難所や災害ボランティアセンター運営に
つかわれています）

寄付（受付順）

賛助会費

信濃村教会

様

１５，０００円

匿名希望

様

１０，０００円

㈲ジェイエイながの柏原店
匿名希望

様

様 使い捨て容器
３，０００円

㈲砂山商店

様

５，０００円

ご協力ありがとうございました。
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車いす対応車両の貸出しをいたします
車いすを利用している方や、日常生活を営む上で支障のある高齢者や障がいのある方の外出や社会
参加の促進を図るために、車いす対応車両の貸出を行っています。
▪利用可能日時

月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前９時～午後５時まで（当日返却となります）

▪利 用 料

４時間まで

▪利用の手続き
▶お問合せ

５００円 ／ ４時間から８時間まで

原則利用日の３日前までに本会指定様式をご提出いただきます。

信濃町社会福祉協議会

担当：福田

お楽しみランチはいかがですか？
栄養バランスの整ったお弁当を配達しています。
▪配達日

毎週水曜日（祝日・年末年始を除く）
午前１１時から１２時までの間

▪利用できる方

１，
０００円

６５歳以上の一人暮らしの方、
６５歳以上の方のみの世帯など

生活資金等
貸付制度をご活用ください
所得の少ない世帯、障がい者や高齢者世帯など
に、生活の安定と経済的自立を図ることを目的
に、必要な資金の貸付を行う制度です。
福祉資金、教育支援資金、総合支援資金、不動

▪利 用 料

１食３００円（町より補助があります） 産担保型資金の４種類があります。

▪利用方法

申請が必要です。ご希望の方は、
下記へお問合せください。

▶お申込み・お問合せ

信濃町社会福祉協議会

◎それぞれの資金には貸付条件がありますので、
世帯の状況をお伺いし相談をすすめます。
詳しくはお問合せください。

担当：福田 ▶お問合せ



生活のお困りごと、
お悩みごとをご相談ください
仕事が長く続かない、新しい就労先が見つから

信濃町社会福祉協議会

担当：佐藤

人権擁護委員による
心配ごと相談所
日常生活でのさまざまな心配ごとや悩みごと、

ない、生活費が足りない、借金の心配がある等、 どこに相談したらよいか分からないなどお困りご
今の生活に不安がある方など、おひとりで悩まず との相談を受け付けています。
に、まずはご相談ください。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、お

秘密は固く守られますのでご安心ください。

気軽にご相談ください。

相談料は無料です。

▪期

日

▪長野県長野生活就労支援センター

令和２年４月１６日（木）
午前９時から１２時

” まいさぽ信州ながの ”

▪会

場

総合会館

１階

会議室

長野市若里７－１－７

▪相 談 料

無料

電話

▶お問合せ

信濃町社会福祉協議会

０２６－２６７－７０８８

※予約は不要です
担当：佐藤

▪信濃町社会福祉協議会
（まいさぽ出張相談所）
信濃町大字柏原４２９－１７
電話

お申込み・お問合せ

０２６－２５５－５９２６

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前８時３０分から午後５時１５分まで
▶お問合せ

信濃町社会福祉協議会

担当：佐藤

電 話 ０２６－２５５－５９２６
F A X ０２６－２５５－６２４２
E-mail

welfare@arion.ocn.ne.jp
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お買い物サロンのご案内

どなたでもご来場いただけます。みなさまのお越しをお待ちしております。
▪３月からの予定

３月

１３日（金） ２５日（水）

４月

１０日（金）

２１日（火）

午前９時３０分から１１時

▪会

場

地域交流施設（旧古間小学校）

▪出

店

早川百貨店（食料品・日用品ほか）

信陽食品㈱信濃町支店（即席麺・菓子ほか）

弁天食品（お惣菜・パン）

小林衣料店（衣料品）

ひだまりセンター（喫茶）

介護ショップ一期（食料品・日用品ほか）

まつりや（和洋菓子・パン）

ヤクルト北信販売店（飲料・乳製品ほか）

▪送

迎

６５歳以上の方や、障がいをお持ちの方の送迎をいたします。
（無料）
お気軽にお申し出ください。

ちょこサポ大募集
（ちょこっとお助けサポーター）
高齢の方や障がいをお持ちの方など、支援
が必要な方のちょっとしたお困りごとをお手
伝いするサポーターです。
▪活動内容
①ごみ出し（可燃・容器包装プラスチック）
②買い物代行
▪活動場所・活動日
活動可能な場所や日程をお伺いします
▪その他
活動先や活動日などの調整は信濃町社会福
祉協議会で行います。
▶お申込み・お問合せ
信濃町社会福祉協議会

担当：佐藤

ペットボトルキャップを集めています！
～エコキャップ回収運動～

世界の子どもたちへポリオワクチン
（キャップ約８６０個でワクチン１本）を届ける
ためにエコキャップ回収運動をしています。
～みなさまへお願い～
▪回収しているもの
清涼飲料水のペットボトルキャップ
（調 味料や紙パック、お酒などのキャップ
は回収できません）

▪方法
軽く洗い、キャンペーン用シールや値札を
はがし、社会福祉協議会窓口または町内各
所に設置している回収箱へお持ちください。
▶お問合せ
信濃町社会福祉協議会

担当：宮澤
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これからの 予定
お楽しみランチ（毎週水曜日）
３月４日（水）、１１日（水）、
１８日（水）、２５日（水）
４月１日（水）、８日（水）、
１５日（水）、２２日（水）
※4月２９日はお休みです

お買い物サロン
（午前９時３０分から１１時・地域交流施設）
３月１３日（金）
、２５日（水）
４月１０日（金）
、２１日（火）

信濃町ボランティア交流会
３月３日（火）

ボランティアひまわり会総会
３月４日（水）

ボランティアぬくもり会総会
３月４日（水）

ふれあい昼食会
３月１０日（火）

ボランティアやよい会総会
３月１２日（木）

弁護士による法律相談
３月１３日（金）

家族介護者リフレッシュ
３月１７日（火）

赤十字奉仕団研修会
３月２７日（金）

信濃町老人クラブ連合会総会
４月１４日（火）

上水内郡戦没者慰霊法要
４月１６日（木）

熊倉お茶の間サロン

ふ

じ

さと

こ

富士の里っ子カフェ
３月１９日（木）
、４月１７日（金）

お茶の間サロン
３月１０日（火） 御料お楽しみ会

３月１３日（金）

介護職員募集のお知らせ

多重債務、金銭トラブル、相続、離婚など
さまざまな法的なお悩みの法律相談を行いま
す。事前にお申込みが必要です。
▪期
日 令和２年３月１３日（金）
午前１０時から１１時３０分
▪会
場 地域交流施設 ２階会議室
▪相 談 料 無料
▪お申込み 事前にお申込みが必要です。
下記へ電話にてお申込みください。
（※ 申し込み状況により、初めてご利用さ
れる方を優先させていただきますので予
めご了承ください。）
▶お申込み・お問合せ 信濃町社会福祉協議会
担当：佐藤


◎訪問介護員（ヘルパー）
週１日、１日数時間勤務も可能です。
空いている時間を活用してみませんか。
▪募集人員 若干名
▪応募資格 ホームヘルパー２級、介護職員
初任者研修修了者で普通自動車
運転免許をお持ちの方
◎宅老所こころ職員
勤務日及び勤務時間等詳細は、ご希望の範
囲でご相談させていただきます。
▪職
種 介護職員
▪募集人員 若干名
お問合せ 信濃町社会福祉協議会

担当：北村

社 会 福 祉 法 人

みんなでつくろう
福祉のまちづくり

信濃町社会福祉協議会

▲

弁護士による法律相談のご案内

〒389-1305長野県上水内郡信濃町柏原４２９－１７
☎０２６－２５５－５９２６ FAX０２６－２５５－６２４２
E-mail welfare@arion.ocn.ne.jp
URL http://www.v-c-shinano.or.jp

「社協だより」の感想、福祉に関して知りたいこと・疑問に思っていることなど、皆さんの声をお寄せください。
社協だよりは共同募金の配分金で発行されています。

