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クイズの答
こた

えは6ページを見
み

てね！
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どんどん☆ボランちゃ
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　ボランちゃとは…
　ボランはボランティアとサッカーのつなぎ役であ
るボランチから、ちゃは沖縄で○○の人という意
味のちゅを佐渡らしくもじりました。島内のボランティ
アさんのお名前として考えました。いきいき活動するボランティアさん＝ボランちゃをどんどん紹介するコーナーです。

どんどん★ボランちゃ

ボランちゃコーナー



い き い き つ う し ん
　島内各地で活動している「いきいきサロン」や「地域の茶の間」の皆さんを紹介します。

「ほのぼの会」（姫津地区）
★開催日　月１回（第４水曜日）
　　　　　※内容によって変更あり

★会　場　姫津漁村センター

★時　間　午後１時３０分〜３時３０分

★参加費　１００円

　「ほのぼの会」の目的は、参加者それぞれに合っ
た健康づくりと、地域の人とつながることで生きが
いを持って生活することです。誰もがお客さんでは
なく、主体的に交わることができる“居場所づくり”を
目指して開催しています。

≪茶の間の一押し！≫
　地元の高齢者と、他の地区から嫁いできたお嫁さん
たちとの交流を深める場所になっています。
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【３ページのクイズの答え】　①障害者等用駐車スペース　　②ポータブルトイレ　　③歩行器　　④点字ブロック
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みなさまのあたたかいご協力を
よろしくお願いします

募　金　場　所

両 津 8月27日㈯ 10：00～
18：00

佐渡汽船両津港
２階待合室前

相 川 8月27日㈯ 10：00～
15：00

セーブオン
佐渡相川町店前

佐和田 8月27日㈯ 10：00～
17：00

フレッシュ・マツヤ佐和田店前
佐渡セントラルタウン店舗前

金 井 8月27日㈯ 10：00～
17：00

ひらせいホームセンター
佐渡店前
ジェイエイ・エーコープ
佐渡金井店前

新 穂 8月28日㈰ 10：00～
18：00

ジェイエイ・エーコープ
佐渡新穂店前

畑 野 8月21日㈰ 11：00～
19：00

安寿天神祭
（佐渡市役所
畑野行政サービスセンター前
駐車場）

真 野 8月28日㈰ 10：00～
18：00

フレッシュ・マツヤ
真野店前

小 木 8月26日㈮・
27日㈯・28日㈰

10：00～
15：00 小木みなと公園

24時間テレビ
募金日程

｢安心・安全・地域の
支え合い支援」
助成団体募集

【小木・羽茂・赤泊地区】
日　時：9月2日（金）
　　　　11：00〜16：00

場　所：赤泊福祉保健センター
　　　　やすらぎ

予約電話番号：88-3838
（社会福祉協議会羽茂支所）

定　員：8名

※事前に予約が必要ですので、開催
日の1週間前までにお電話くださ
い。秘密は守られます。

　生活をしていく上での様々な心配ごとや困りごとを気軽
に相談できる窓口、「心配ごと相談」を開催しています。
　お住まいの地区以外での相談もできますので、ぜひご利
用ください。秘密は守られます。

　佐渡市共同募金委員会では、赤

い羽根共同募金を財源として「安

心・安全・地域の支え合い支援」助

成団体を募集します。平成28年度

中に実施される事業が対象になり

ます。

★募集期間：8月1日㈪〜8月31日㈬

★詳しくは要項をご覧ください。要

項は佐渡市共同募金委員会各分

会（社協各支所・地域センター）

および佐渡市社協ホームページ

で入手できます。

☆問合せ

　佐渡市共同募金委員会

　☎81-1155

　（佐渡市社会福祉協議会　本所内）
ＨＰ：http://care-net.biz/15/sado-shakyo

8月開催　心配ごと相談

地区 相　談　日 時間 会　場

両 　 津

 2日(火)・13日(土)・
23日(火)

13:00～
16:00 両津福祉センター

しゃくなげ
 7日(日) 18:00～

20:00

相 　 川  2日(火)・ 9日(火)・
16日(火)・22日(月)

　9:00～
12:00

ワイドブルーあいかわ

佐 和 田 27日(土) 佐渡中央会館

新 　 穂  5日(金) 新穂行政サービスセンター

真 　 野  8日(月) 真野老人福祉センター寿楽荘

羽 　 茂 10日(水) 13：30～
16：30 羽茂農村環境改善センター



次の方々より、心あたたまる善意をお寄
せいただきました。
お寄せいただいた金品は、地域福祉活
動に役立たせていただきます。

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました
平成28年6月1日～6月30日（受付順）

≪相川支所≫
　相川地区消費者協会様	 10,559円
≪羽茂支所≫
　真宗大谷派三条教区佐渡組東部護法講様	 50,000円
　小木中学校第25回卒業生　代表　佐藤　孝様
	 介助式車椅子1台、収納式リクライニングベッド1台
　故　野田　嘉策様（徳和）	 50,000円
　金子　末一様（小木町）	 タオル40枚
　たんぽぽ募金様	 8,868円

≪本　　所≫
　故　渡辺　タマ様	 20,000円
≪両津支所≫
　今井　武様（吾潟）	 リハビリパンツ5袋、尿とりパット1袋
　故　土屋　博様（旭）	 100,000円
　匿名	 紙パンツ１袋、尿とりパット２袋他
　匿名	 湿布４袋
≪佐和田支所≫
　内田商店様	 1,711円

みつけて応募！

【応募方法】
　ハガキに答えと、必要事項をご記入の
上、右記宛先までお寄せください。

締切…8月19日㈮必着
※ご記入いただいた個人情報は適切に管理し、
景品の発送にのみ使用させていただきます。

　なお、当選者の発表は商品の発送をもって
代えさせていただきます。

【前回の答え】
　113号のクロスワードパズルの答えは「バドミントン」でした。

ご応募くださった皆さま、どうもありがとうございました！

左右のイラストには、ちがうところが5か所あります。
イラストをよく見くらべて、ちがいを全て探してください。

≪答えの記入例≫
雲の形、窓の数

など

●今月は正解者の中から抽選で５名様に、新穂地区「さわやか」様の「乾燥糸こんにゃく」をプレゼン
トいたします。社協だよりへのご意見・ご要望などを添えて、どんどんご応募ください！

●宛　　先	 〒952-0206　
	 佐渡市畑野甲533番地

	 　佐渡市社会福祉協議会

	 　　　　社協だより担当者　行

●記載内容	 ・５つの答え　・住所　
	 ・氏名（ふりがな）　・年齢　・電話番号

	 ・社協だよりへのご意見、ご要望など

脳トレコーナー
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★申年の皆さんの趣味や楽しみ、健康の秘訣を教えます★

　新穂デイサービスセンターでは季節に

あった壁画を利用者様と一緒に制作し、入浴

着脱室の前に展示しています。それぞれの

季節を感じていただき、喜んでもらえるよう

工夫しています。みんなで一緒に制作するこ

とで会話も増え明るい雰囲気で過ごしてい

ます。

新穂デイサービスセンター

申年の年男・年女のご紹介です！
自薦・他薦問わず情報お待ちして
おります！！

　6月5日（日）、アミューズメント佐渡を

会場に、「ボランティアフェスティバルさど

2016」を開催しました。「防災力＝人間力×地域力　高めよう　地域の絆」

が今回のテーマであり、島内外で活動をされているボランティアグループ

や関係機関の方々から参加していただきフェスティバルを盛り上げていた

だきました。ボランティアスタッフを含め、約500名の方々からご来場いた

だき大盛況でした。

佐渡市社協だより

　屏
びょうぶ

風作りを始めて50年程になります。屏
びょうぶ

風
作りを通じて色々なお客さんと交流すること
が生きがいや心の癒しとなり、今でも続けるこ
とができています。
　趣味や仕事など、好きなことを無理せず楽
しんで続けて行くことで心身を丈夫にし、少し
でも皆さんの役に立つことができるようこれ
からも頑張っていきたいです。

　私の一日は、朝の新聞配達から始まり、午後
は研ぎ師として包丁等を研ぎ、夕方は二日置
きにジョギングという一日です。ジョギングは
３５歳の時に健康維持の為に始めてからもう
少しで半世紀になります。写真で被っている帽
子は新潟国体の聖火リレーに参加した時のも
ので、Ｔシャツは第３回佐渡トキマラソンの時
のものです。今は半世紀走り続けることを目
標に週３回１０キロを走っています。

高
たか

野
の

　昇
のぼる

さん久
く

保
ぼ

谷
や

　仲
なか

吉
きち

郎
ろう

さん
（佐和田地区　八幡新町）

昭和7年生まれ
（両津地区　両津夷）

昭和７年生まれ


