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絵本でふれあい

ブックスタート事業

　阿賀町社会福祉協議会では、10ヶ月の赤ちゃんに絵本を1冊プレゼン

トする「ブックスタート事業」を行っています。

　絵本をとおして赤ちゃんの成長に関わる人々が心を通い合わせ、赤ちゃ

んの健やかな成長を地域で応援していけることが私たちの願いです。

　今年は苗植え体験から始動した「つな

がる　いもづる　プロジェクト」。夏の

暑さに負けず、すくすく成長したさつま

いもを９月のキッズサロンで収穫する

ことができました。さつまいもの成長を

通して、親子、学生、地域の方など多世代

でつながることができました。

　いよいよプロジェ

クトの集大成「リース

作り」へ向かいます。

つながる活動はまだ

まだ続きます！

8・9月に

絵本をプレゼントした

お子さんを

紹介します！

江花 月那ちゃん

つきな

齋藤 風花ちゃん

ふうか清野 あかりちゃん

湯田 大和くん

佐久間 琉維くん

るい

神田 楓くん

かえで

この事業は赤い羽根共同募金を活用して実施しています

　10月８日（土）阿賀町公民館を会場に第16回阿賀町社会福祉大会を開催しました。式典では

長年にわたり社会福祉活動に顕著な功績のあった方々に会長から表彰状が贈呈されました（表

彰者は２ページに記載）。また、記念講演として、フリーアナウンサー伊勢みずほ氏をお招きし、

ご自身の経験から困った時に伝えることの大切さや人とのつながりの大切さをお話いただき、

会場内は笑顔と感動に包まれていました。

阿賀町社協だより

〈アエール〉
阿賀町社協キャラクター

～阿賀町社会福祉大会を開催しました～

共に生き、支え合う地域社会を目指して

記念講演「ボランティアは心の栄養～つながることで希望が見える」

社会福祉功労表彰式
フリーアナウンサー

伊勢みずほ氏

赤い羽根共同募金コーナー

長谷川 奈帆ちゃん

なほ

長谷川 怜音くん

れお

上田 紬木ちゃん

つむぎ

５月 苗植え体験 こんなに大きくなったよ！

つながる プロジェクトいもづるつながる プロジェクトいもづるつながる プロジェクトいもづる

★わんぱく キッズサロン

やまと



つながる
はな　 はな
プロジェクト

～配達編～

男の料理教室

おやＧ’ｓキッチン

活動を始めたきっかけと現在の活動を

教えてください。

料理を自分のために、誰かのために作りたかった！Ａ

Q

どんな活動をしていますか？

季節ごとに楽しみたい料理を決めて講師を呼び料理を作ります。

今後は、キッズサロンのおやつづくりなど、誰かのために料理や

おやつを提供できたらと意気込んでいます！

�おそろいのエプロン作製に向けて思案中です！

Ａ

Q

ボランティア

キラ★ビト
ボランティア

キラ★ビト

　学童クラブのみんなで、パンジー・ビオラの花をひとつひとつ

丁寧に押し花にし、たくさんのしおりやメッセージカードを作

成！その完成品をもって地域の高齢者宅を訪問しました！地域の

方は、こどもたちの訪問に大変喜んでいらっしゃいました。

お弁当と
作品をもって
レッツゴー！

お話やじゃんけんゲームを
楽しみました！

ボランティアサロンの開催場所が

　　　　　　　　　　　　　に変わりました「ふれあい金鉢（かなばち）」
地域のボランティアの皆さんがつながる場所として、気軽に参加してみませんか？

毎月20日　９：30～11：30

（20日が土日・祝日の場合は変更になります）

ふれあい金鉢（かなばち）津川４区

　　　　　　　　（右の地図参照）

●不要になった浴衣や着物で

　リメイク活動

●不要になった布で個人や施設での

　ふき取り布（介護用・消毒用）の作成　など

開催日

場　所

内　容

●菅原奈那子 様　　●小野里雅史 様　　●青木　勇二 様　　●梁田　孝彦 様　　●波田野正敏 様

●渡部　英雄 様　　●阿部　悦子 様　　●坂内　哲雄 様　　●皆川　富男 様　　●長谷川牧子 様

●齋藤　一郎 様　　●長谷川洋子 様　　●土屋　正人 様　　●齋藤真由美 様　　●渡部　睦子 様

　自力で除雪が困難な一人暮らし高齢者世帯等の

除雪を行うボランティアを募集しています。体を

動かすことが減る冬場の運動代わりに、ぜひいか

がですか？

■募集対象　16歳以上で健康な方ならどなたでも

■活動内容　玄関先から生活道路までの道付け

■活 動 日　降雪状況によりボランティアさんに

連絡します

　時間的にも、体力的にもなるべく負担がかから

ないような活動方法で調整いたします！

　８月19日（金）～21日（日）の３日間、阿賀町にご協力いただき、

関川村へボランティアバスを運行しました。

　土砂被害が多かった湯沢地区や浸水被害が多かった高田地区で、

泥出しや床・壁の洗浄を行ってきました。あるお宅では活動の合間

にお話ができ、阿賀町の温泉旅館に来たときのことを懐かしそうに

話してくれました。活動の中で心に寄り添う時間が持てたのがよか

ったです。

　暑い中、延べ25人の方からご参加いただきましてありがとうございました。

　このたびの８月３日からの豪雨災害で甚大な被害を受けて、関川

村で８月５日から開設された「関川村災害ボランティアセンター」へ、

８月13日～８月28日の９日間、延べ18名の職員を派遣しました。

　派遣された職員は「マッチング班」として、活動先の個人宅への

ボランティアを調整する役割を担いました。

関川村災害ボランティアセンター
運営支援職員派遣

災害支援ボランティアバス

小型除雪機を
貸し出しています 求む !! 除雪ボランティア求む !! 除雪ボランティア

　活動例

●雪が20センチくらい積もったら

　活動する

●朝、除雪車が出動したら活動する

●除雪してほしいときに連絡する

　など

令和４年度 社会福祉功労表彰者 おめでとうございます

阿賀町→関川村

（順不同）

スイートポテトづくり

●次回は11月21日（月曜日）です。

■対 象 者

町内在住の方、町ボランティアセンター登録者等

■使 用 料

高齢者世帯等に使用する場合は無料

それ以外の世帯に使用する場合は、維持管理費と

して１回1,000円

■貸　　出

●燃料は返却時に満タンにしてください

（使用者負担）

●運搬用に軽トラッ

クとブリッジを無

料で使用できます

●町社会福祉協議会

本所、三川支所ま

で申し込みくださ

い

かわちや津川店

和田エネルギー

越路会館

姥
堂
川

←
三
川

渡辺医院

金鉢清水

美容室Seida

桝屋商店 原町
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