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信濃町

掲 載 記 事
子どもたちの気持ちをつなげて
～いきいき年賀状～ 
平成２９年度賛助会員紹介 
お知らせ 
活動報告 
これからの予定・ほか 

１月号

２０１８年

⑴
⑵
⑶
⑷⑸
⑹

明けましておめでとうございます

信濃町児童クラブのみなさんが、ひとり暮らし高齢者のみな
さんに新年のあいさつを寄せていただきました。
子どもたちのあたたかな気持ちをお届けしました。

本年も地域福祉推進に努めて
まいりますので、今後ともより
一層のご支援・ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
みなさまにとって、より良い
一年でありますよう、ご祈念申
し上げます。

子どもたちの気持ちをつなげて
～いきいき年賀状～

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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平成２９年度賛助会員紹介
信濃町社会福祉協議会では、「安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、さまざまな福祉
事業を実施しております。町内をはじめとした法人様を対象に、当会の賛助会員として福祉活動の
ご支援をお願いしましたところ、たくさんのご協力をいただきました。謹んで御礼申し上げます。
ご協力いただきました皆さまは次のとおりです。
（敬称略・５０音順：１２月１０日現在）
●【２０，０００円（２口）】
•パワフル健康食品㈱

•㈲ミア吉沢

●【１０，０００円（１６口）】
•アイ・セレモニー㈱

•信越土屋薬局

•カネコ美容室

•信陽食品㈱信濃町支店

•㈲サイトウ建設

•㈲杉山自動車

•㈱ ＳＡＴＯ

•㈱第一スーパー

•㈱佐藤工務所

•㈲高遠電気商会

•㈲信濃自動車工場

•㈱タツノ

•㈲信濃製作所

•㈱東急リゾートサービス

•信濃モータース

•㈱横川工業

長野支店

●【５，０００円（３３口）】
•アスティくろひめ

•セブン－イレブン信州信濃町古間店

•新井信用金庫黒姫支店

•㈱千華

•㈲池田商店

•㈱タケウチ建設

•岩澤建設㈱長野支店

•㈲外谷建設

•エムケー精工㈱信濃町工場

•鳥居化成㈱

•㈲柏原自動車修理工場

•㈱ニューイング

•金澤工業㈱

•㈱八十二銀行信濃町支店

•介護ショップ一期

•㈱ファームかずと

•㈲北川建設

•㈲フジマ測量設計

•㈲小林工務店

•㈲細川設備

•㈲小林商会

•㈱松尾本店

•㈲湖畔の宿藤屋旅館

•㈱三谷組

•小栁技販

•㈲宮島商事

•㈱サンデー・プラニング

•㈱みやま商事

•信濃電気製錬㈱

•吉田興産㈱

•ＪＡエナジーハウス富士里

•㈱ライジングサンホテル

•㈲翔建
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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。
▪１月からの予定

1月
2月
３月

１０日（水） ２６日（金）
７日（水） ２３日（金） 午前９時３０分～１１時
７日（水） ２３日（金）

▪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）

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）

※お休み

ジェイエイながの柏原店（お惣菜）
セブン－イレブン信州信濃町古間店（パン・お総菜）

迎

▪送

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。

出店者大募集 ！！
お買い物サロンでは、出店していただける商店の皆さまを募集しています。出店
時間や回数など、詳しくはぜひご相談させてください。見学だけでも大歓迎です。
▶お問合せ 信濃町社会福祉協議会 担当：戸田
ふ

じ

富士の

さと

こ

里っ子カフェ
▪対

象

お待ちしてます！

富士里地区にお住まいの方な
らどなたでも

▪日

時

１月１５日㈪ いずれも午前１０時
２月１３日㈫ から午前１１時３０分

▪会

場

いきいき倶楽部



（落合ふれあい広場内）

▪参 加 費 １００円（茶菓子代として）
▪送

迎

６５歳以上の方や障がいをお持
ちの方はご自宅まで送迎いた
します。ご希望の方は下記へ
ご連絡ください。

▶お問合せ 信濃町社会福祉協議会 担当：戸田

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：戸田
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第４１回信州発ボランティア・地域活動フォーラム
１０月２８日、千曲市において長野県内のボランティア活動者等が一堂に会し、活動上の悩みや
想いを語り合いました。
私たち信濃町は、本会主催の「メンズ・カレッジ～ ｅｎ ～」
（通称：メンカレ）から、現在
も生活支援ボランティアをはじめとした地域での活動に携わっている、林正範さん、小栁優さ
ん、池田昭二郎さんにも実行委員として加わっていただき、第１分科会
「私は○○でハッピー」
を担当しました。当日は、三名からメンカレの事例発表をいただき、その後は、県内各地で行
われている男性シニアによる地域づくり活動について、男らしくワイルドに語り合いました。
会場に集まった多くのみなさんとの交流で、さまざまな刺激を受け、新しい発見があり、こ
れからの活動につながる予感です。来年は、軽井沢町で「ボランティア全国フォーラム軽井沢
２０１８」が開催されますので、さらに大きなつながりが生まれるチャンス。興味のある方はぜひ
ご参加ください。

心も体もぽっかぽか～豚汁交流会～
１２月２日、障害者週間に合わせて誰もが安心して暮らせるまちづくりになればと、豚汁交流
会を開催しました。
ボランティアのみなさんのご協力を得ながら、腕によりをかけて作った豚汁は愛情たっぷり
で本当に体の芯からぽっかぽかになりました。
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久しぶりの開催がありました
～ふれあいいきいきサロン～

きれいなまちづくりへ
～北信五岳道路ごみ拾い～
１０月２１日、地元区、企業、ボランティア
グループ、ご家族連れなど大勢のみなさま
にご協力をいただき、北信五岳道路のごみ
拾いを行いました。ペットボトルや、弁当
の空き箱やビニール袋など約４２㎏のゴミを
回収しました。
活動終了後には、メンズ・カレッジ～ ｅｎ
～のみなさんによる豚汁がふるまわれ、疲

１１月１６日、舟岳地区で数年ぶりにお茶の
間サロンが開催されました。久しぶりの開
催で、みなさん集まっていただけるかと心
配もあったようですが、話も弾みあっとい
う間に時間がたってしまいました。
「ふなだけ友の会」と名称も新たに、こ
れからも定期的な開催を予定しているそう
です。

れも吹き飛びました。

食でつながるありがとう
～フードドライブ～

回れば回るほど長生きできる！
～いきいきねんりんのつどい～
１１月１０日、富士里地区において６５歳以上

１０月２１日、ごみ拾い開催に合わせてご家

のみなさんのご長寿をお祝いする「いきい

庭で眠っている食品をお持ち寄りいただ

きねんりんのつどい」を総合会館にて開催

き、食べる物がなく困っている方などへお

しました。

譲りするための「フードドライブ」を初め
て開催しました。

富士里保育園児のみなさんとの交流や、
石黒サンペイさんのショーでは笑いが絶え

短時間での受付でしたが、１００品を超え

ず、大変盛り上がりました。これからもま

る食料をお譲りいただき、フードバンク信

すます元気でお過ごしいただきたいもので

州へ寄贈しました。

すね。
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これからの 予定
お楽しみランチ（毎週水曜日）
※１月３日はお休みです
１月１０日（水）
、１７日（水）、２４日（水）、３１日（水）
２月７日（水）
、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）
ふ じ

さと

お買い物サロン
（午前９時３０分から１１時）
１月１０日（水）
、２６日（金）
２月７日（水）
、２３日（金）

こ

心配ごと相談所
１月１２日（金）

富士の里っ子カフェ
１月１５日（月）、２月１３日（火）

お茶の間サロン
◎なごやか（仁ノ倉地区） １月１５日（月） ◎ふなだけ友の会 １月１９日（金）
◎花咲会 １月１７日（水）、２月２１日（水）
◎落影お茶っ子 ２月２０日（日）
◎南仲町お茶の間サロン １月２６日（金）
◎御料お楽しみ会 ２月１５日（木）

弁護士による法律相談のご案内

心配ごと相談所

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 平成３０年３月７日（水）

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。

日常生活でのさまざまな心配ごとや悩み
ごと、どこに相談したらよいか分からない
などお困りごとの相談を受け付けています。
相談は無料で、秘密は固く守られますの
で、お気軽にご相談ください。
▪期 日 平成３０年１月１２日（金）

午前９時から１２時
▪会 場 総合会館 １階 会議室
▪相談料 無料※予約は不要です
▪相談員 人権擁護委員
行政相談委員
民生委員
▶お問合せ 信濃町社会福祉協議会

担当：佐藤

（※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
電話 ２５５－５９２６

介護職員募集のお知らせ
信濃町社会福祉協議会では、訪問・通所介
護業務を行う臨時職員を募集しています。
▪応募資格 問
 い ま せ ん（ 介 護 福 祉 士 ま た は
ホームヘルパー２級以上・介護職員
初任者研修修了者、普通自動車運転
免許があれば尚可）

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

▪詳

細

 務日及び勤務時間は、ご希望の
勤
範囲でご相談させていただきます。

▶お問合せ
信濃町社会福祉協議会 担当：和田
電話 ２５５－５９２６

〒389-1305長野県上水内郡信濃町柏原４２９－１７
☎ ０２６－２５５－５９２６ FAX ０２６－２５５－６２４２
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。

