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皆さまから寄せられた社協会費を活用し、
平成27年度はこのような事業などを実施させていただきました

ご支援くださいました皆さま、ご協力いただいた皆さまに、心からお礼
申し上げます。

　私たち社協は「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」のため、地域の皆

さまや関係機関との協働のもとで地域福祉事業に取り組んでいます。そして、その事業の

財源となるのが皆さまからのご協力による社協会費です。

　会員加入については、おおむね5月から7月にかけて募集しています。私たちの活動を

ご理解いただき、今年度も多くの皆さまの社協会員へのご加入をお願いいたします。

　なお、会費の納入は地域の皆さまの善意に基づくものであり、強制ではありません。

社協会員への加入をお願いします

おはようコール
２９２，６６０円

招待昼食会
１，１６４，９１０円

移送サービス
５２８，４５４円

子育てサロン
１４６，１３４円

障がい者交流会
３００，０９５円

いきいきサロン
843，224円

◆一般会費
　一世帯当たり　500円
※市内の全世帯にお願いしてい
ます。

◆賛助会費
　一口　1,000円
※特にご賛同いただける方や、商店、
企業の皆さまにお願いしています。
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会費・事業 Ｑ＆Ａ
Q

Q

Q

A

A

A

招待昼食会には
誰が招待されるの？

おはようコールって
どんなコール？

会費を納めないと
どうなるの？

　ボランティアの方や地域の皆
さんの協力を得て開催する昼食
会には、一人暮らしの高齢者や
高齢者のみでお住まいの方、障
がいをお持ちの方などが招待さ
れます。外出することや、地域の
ボランティアさんや他の参加者の
方との交流を通して閉じこもりを
予防し、孤独感の解消を図りま
す。また、何気ない会話の中から
日頃の困りごとなどをお聞きする
機会にもなっています。

　自宅に閉じこもりがちな一
人暮らしの高齢者の方などに、
「おはようございます。お変わ
りありませんか？」と、電話で
安否の確認を行うものです。
健康状態の把握や孤独感の
解消を目的としていて、現在
約140名の方が利用されてい
ます。

　社協の事業には、会費の納入
にかかわらずご参加いただけま
す。しかしながら、会費の納入額
が減少するとこれまでに紹介した
さまざまな事業の継続が難しくな
り、「福祉のまちづくり」が立ち行
かなくなるおそれがあります。
　高齢化率39.97％（3月31日時
点）の佐渡市において、福祉の低
下はまちの活力・島の活力の低
下につながりかねません。未来の
福祉につなげるためにも、ぜひご
協力をお願いします。

Q

A

子育てサロンは
どこでやってるの？

　子育てサロン「ニコニコひ
ろば」の会場は、真野老人福
祉センター寿楽荘です。子ども
たちの遊び場や、子育て中の
親同士が気軽に集い、交流で
きる場として、平成26年4月に
開設されました。現在は毎月
第2・第4土曜日に開催してい
て、お父さん・お母さんだけで
なく、おじいちゃん・おばあちゃ
ん、地域の方もご参加いただ
けます。
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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



大和の茶の間（金井地区）
　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。

★開催日　毎月第 4金曜日

★会　場　大和活性化センター

★時　間　９：００〜１１：３０

★参加費　無料
（内容によっては、いただ
く場合があります。）

★参加状況
　大和の茶の間の自慢は、多くの
方が茶の間に関わっていることで
す。区長、公民館長、老人クラブ
会長、民生委員、そして大勢のボランティアで「大和の茶の間運営委員会」を組織し、茶の間を運営
しています。内容は、毎回血圧測定と健康相談を行うほか、様々なテーマの講話や体操、レクリエー
ション、季節行事、バスハイクなど、ボランティアでアイディアを出し合って工夫を凝らしていま
す。毎回20名ほどの参加があり、笑顔で楽しい時間を過ごしています。女性の方が多いですが、男性
の方もぜひご参加ください！
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【新穂・畑野・真野地区】
日　時：６月14日（火）　10：00〜15：00
場　所：新穂行政サービスセンター
予約電話番号：81-1620
　（社会福祉協議会畑野支所）
定　員：8名

【佐和田・金井地区】
日　時：６月24日（金）　10：00〜15：00
場　所：金井デイサービスセンターしゃくなげの里
予約電話番号：57-8141
　（社会福祉協議会佐和田支所）
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。
地区 相　談　日 時間 会　場

両　津

  2日(木)・13日(月)・
23日(木)

13:00～
16:00 両津福祉センター

しゃくなげ
  7日(火) 18:00～

20:00

相　川   3日（金）・10日(金)・
16日(木)・21日(火)

　9:00～
12:00

ワイドブルーあいかわ

佐和田 27日(月) 佐渡中央会館

新　穂   6日(月) 新穂行政サービスセンター

真　野   6日(月) 真野老人福祉センター寿楽荘

羽　茂   8日(水) 13：30～
16：30 羽茂農村環境改善センター

　地域のボランティアが、ご自宅に週1回程度お電話をおかけします。

　ホッとするひと時と、地域のあたたかみを感じませんか？

　各訪問介護事業所では、職員不在時

の電話転送を始めました。これにより、

夜間等に右記へお電話されますと、事

業所の携帯電話へ転送されます。急な

予定の変更などが生じた場合にご連絡

ください。

　なお、こちらの電話対応は緊急時に

限ります。ご了承ください。

事　業　所 電話番号

りょうつ訪問介護事業所 23−5560

あいかわ訪問介護事業所 74−3182

さわた訪問介護事業所 57−8142

はたの訪問介護事業所 81−1621

はもち訪問介護事業所 88−3870

○対　　象　　者：一人暮らしの高齢者や障がいを
　　　　　　　　　お持ちの方
○お問い合わせ先：81-1155（社協本所　地域福祉係）
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≪畑野支所≫
　JA佐渡畑野支店　農林年金受給者連盟佐渡支部様
	 20,335円
　笹布　勇様（新穂井内）	 ポータブルトイレ、紙オムツ

≪羽茂支所≫
　大崎祭実行委員会様	 11,082円
　匿名	 歩行車、洗濯機

≪両津支所≫
　匿名	 タオル150枚
　匿名	 手づくりの紙箱200枚
　匿名	 手づくりの紙箱500枚
　匿名	 洗濯機、掃除機

≪相川支所≫
　関　照美様（上越市）	 棚1台、ベンチ1脚
　㐂よ　キティー募金様	 6,140円

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4月1日～4月30日（受付順）

見つけて応募！ まちがいさがし

【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…6月17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】
　111号のクロスワードパズルの答えは「ワカメジル（わかめ汁）」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

　111号の「考えて応募！クロスワードパズル」において、表記に誤りがありました。お詫びして訂正
いたします。
　ヨコのかぎ⑪　訂正前「エイプリルを英語で」　訂正後「エイプリルを日本語で」

お詫び
と訂正

●今月は正解者の中から抽選で５名様に、両津地区「あんずの家」様の「竹シャベル」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	 ・まちがいさがしの答え　・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
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★今月は「こどもの日」にちなんで、可愛い申年さんの紹介です。みんな大きくな～れ！★

　両津デイサービスセンターかんぞうでは、日頃よ

りお世話になっている方々への感謝の気持ちを込

め、「ありがとう」と題して、来館者の方々に見てい

ただけるように季節に合った

作品を掲示しています。入浴

の待ち時間やレクリエーショ

ンの時間で、花作り、猿の貼り

絵作りをご利用者様と職員で

分担して行い、一喜一憂しな

がら制作した作品です。

両津デイサービスセンター　かんぞう

　相川小学校の子供たちが、地域の茶の間
「こいっ茶よらん会」や「上町の茶の間」

を訪ねて高齢者との交流を図りました。
　これは、出前塾（障がい者や高齢者の疑似体験、車いす体験、アイマ
スク体験）を実施した際に「段差が怖かった」「声掛けが大切」「これから
も福祉に関する学習を続けたい」などの気づきや、高齢者に対する心が
けの感想をたくさん受けて、“地域で実践する場を”と計画されました。
　子供たちのやさしい気持ちを受け、地域の茶の間は笑顔でいっぱい
になりました。

　３世代７人家族の北見家に誕生した、お父
さん似の唯月ちゃん。泣いたときに出るえくぼ
が、家族みんなを笑顔にしてくれます。「おっぱ
いをたくさん飲むし、いっぱい寝てくれて、とっ
てもお利口です。３歳と５歳のお姉ちゃん達と
いつまでも仲良く、二人に負けないくらい元気
な女の子に育ってほしいです。」と、お母さん
が嬉しそうに話してくれました。

　上之山家待望の第二子、初の女の子として
生まれた遥ちゃんです。
　「遥という名前は、未来に向かって大きく
育ってほしい、おおらかで誰からも愛される
ような笑顔の似合う女の子に育ってほしいと
思って名付けました。ちっちゃい手と泣き声が
可愛いです。」とお父さんが話してくれました。

北
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月
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ちゃん上
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之
の

山
やま

　遥
はるか

ちゃん
（相川地区　北狄）
3月15日生まれ

（畑野地区　浜河内）
４月１日生まれ
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