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赤い羽根共同募金への
ご協力をお願いいたします

１０月１日～１２月３１日

　戦後、「戦争の被害を受けた福祉団体や、生活に困っている人たちのために」と始まっ
た共同募金が、今年70周年を迎えました。私たち社協は、今年も“地域福祉活動の推
進”を目指し、共同募金会とともに3ヶ月間の募金運動を行います。
　この募金運動を通じて、佐渡がより優しく、思いやりのあふれるまちになりますように、今年も皆さまのご協力をどうぞ
お願いいたします。

佐渡市共同募金委員会
会長清水　勝昭

赤い羽根共同募金が紡ぐ、地域のつながり
　共同募金活動に関わるようになって１０年を超えました。皆様からいただく募金は、助成
金という形で約7割が各地域へ還元されています。この１０年で、お年寄りや障がいのある
方々、我々の宝物である子どもたちをささやかに、そして温かく支えているのが共同募金だと
思うようになりました。
　募金のお願いに歩くと、「少ないですが…」と快く応じてくださる事業所、個人が増えてい
るように思います。「共同募金のおかげで人が集まり、人と関わり、地域のつながりができまし
た。」と話してくださる方もいます。
　赤い羽根共同募金が地域の豊かな人間関係を紡ぎ、居がい・生きがいに結びつくと考え
ていますので、ご協力をよろしくお願いします。

自治会等のご協力
による戸別募金

企業や法人のご賛同による法人募金

保育園や幼稚園、各学校の
ご協力による学校募金

企業や団体、官公庁の
職員のご協力による職域募金

街角や人の集まる
場所での街頭募金

イベント募金

株式会社　遠市　様（相川地区）
「赤い羽根共同募金に協力すると、
あったかい気持ちになれるんです。」
と話す社長さんは、地域の皆さんが笑
顔になることを願って長年多額のご寄
付を続けてくださっています。
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歳末たすけあい事業のお知らせ

新潟県内の福祉施設や
団体へ

災害準備金

新

潟

県

共

同

募

金

会

佐渡市内の地域福祉活動を行う団体、施設やボランティアグループへ

●青野・西山田地域づくり会●
　地域交流により、子供たちや高齢者、地域住
民が一緒になり、「支え合い」「挨拶、声掛け」「故
郷を思い続けること」ができるようにと、活動を
続けています。平成9年に組織を立ち上げ、来年
度は20年目を迎えます。
　一年を通じての活動は、「ホタル観賞会」「清掃ボランティア」「歴史探訪」「福祉施設訪
問」「餅つき大会」「講演会」などです。「ホタル観賞会」は多い時で120名の参加がありま
した。清掃ボランティアは「地域をキレイに」をスローガンに、子供たちと保護者による集会
場の清掃など、全活動、子供たちを地域で育むことを主体に行っております。
　市民の皆さまからの募金によりご支援を頂き、感謝しております。ありがとうございます。

●まちづくり勉強会●
　社会福祉協議会で、社協や福祉のことを多
くの方に知っていただくきっかけづくりとして
企画したのが「まちづくり勉強会」事業です。
地域の方に“地域づくり”や“福祉”について
関心を持ってもらうことを狙いとして、職員が
事務所を飛び出し、各地域をお伺いして勉強
会を開催しています。勉強会のメニューを災
害・地域福祉・ボランティア・介護等と幅広く揃

え、これからも真剣
に取り組んでまい
ります。ありがとう
ございました。

●リトルマーチ●
　自閉症を考える親の会です。私たちは自
閉症児・者をもつ保護者の会ですが「本当に
困った時は一人で考えず、声を出して助けて
もらう」ことの大切さから、定期的に集まり交
流会や学習会等を行い保護者の孤立を防止
したり、また一緒に子
ども達の支援を行っ
ています。共同募金助
成金を受け、クリスマ
ス会や茶和会等の活
動ができました。あり
がとうございました。

　歳末たすけあい事業は、市民の皆さまから寄せられた共同募金を財源として社会福祉協議会
が実施するものです。高齢者や障がい者等の方が気持ちよく新年を迎えられるよう、お手伝いをさ
せていただきます。詳しくは、お近くの社協各支所または地域センターにお問い合わせください。

利用できる方 利用できるサービス
①80歳以上の一人暮らし高齢者および高齢者のみの世帯
②80歳以上の高齢者と介助を要する同居の親族のみの世帯
　（80歳以上…昭和11年4月1日以前に生まれた方）
③療育手帳Ａ・Ｂ所持者
④身体障害者手帳「視覚障害1種（1～4級）」所持者
⑤身体障害者手帳「聴覚障害1種（2～3級）」所持者
⑥精神障害者保健福祉手帳所持者
⑦要介護4・5の認定者
⑧身体障害者手帳「上下肢不自由1級」所持者

障子の張り替え
鏡餅・年越しそばセットの配付
おせち料理の配付
神棚・仏壇・家の中の清掃
出張理容サービス（「利用
できる方」の⑦・⑧の方が
対象となります）

⑨母子・父子世帯
　（Ｈ28.4.1現在、中学生以下のお子様を養育している世帯）

図書カードの配付

佐渡市社協だより
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愛～これが私の生きる道～
24時間テレビチャリティー募金活動を終えて
　今年も島内各地で２４時間テレビチャリティー募金活動が行われました。
　集まりました募金額は、1,063,776円でした。
　中・高校生、専門学校生、職場からの呼びかけで参加した方、地元
の個人ボランティアなど125名の方から募金活動に参加いただきま
した。たくさんのあたたかいご協力ありがとうございました。

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。

「莚場えくぼ会」（赤泊地区）
★開催日　月１回（4月・8月・9月を除く）

★会　場　莚場会堂

★時　間　9:30 〜 12:00

★参	加	費　100 円

★参加状況
　平成26年10月に発足して14名で活動中で
す。えんやさんから運動を教えてもらった
り、保健師さんのお話を聞いたり、ゲーム
をしたりしています。
　年に1～2回は一日旅行や温泉に行ってい
て、今年は新穂へイチゴ狩りに行き、食べ放題でたくさん食べたり、家へお土産に買って帰る人も
いたりして、皆さん楽しかったと喜んでいました。
　また、12月にはクリスマス会を開催して、美味しいお弁当を食べたりゲーム等をしたりして楽し
く過ごします。今年も開催する予定なので、ぜひ参加してください。

佐渡市社協だより
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【相川地区】
日　時：10月21日（金）
　　　　10：00〜15：00

場　所：佐渡市社会福祉協議会
　　　　相川支所

予約電話番号：74-0055
（社会福祉協議会相川支所）

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。

佐渡市社協だより
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　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。

第13回佐渡市
社会福祉大会

かない社協まつり

新穂・畑野・真野
社協まつり

やすらぎ
ふれあいまつり

10月開催　心配ごと相談

地区 相　談　日 時間 会　場

両　津

  2日(日)・13日(木)・
23日(日)

13:00～
16:00 両津福祉センター

しゃくなげ
  7日(金) 18:00～

20:00

相　川   3日(月)・10日(月祝)・
16日(日)・22日(土)

　9:00～
12:00

ワイドブルーあいかわ

佐和田 27日(木) 佐渡中央会館
新　穂   5日(水) 新穂行政サービスセンター
真　野   6日(木) 真野老人福祉センター寿楽荘
松ヶ崎 11日(火) 松ヶ崎総合センター

羽　茂 12日(水) 13：30～
16：30 羽茂農村環境改善センター

テ ー マ：『わたしの元気は佐渡の元気』
日 　 時：１０月４日㈫１３：００～１６：００
会 　 場：アミューズメント佐渡
記念講演：「笑いながら学ぶ生活習慣病

ヘルシートーク」
講　師　立川　らく朝さん（落語家・医学博士）
アトラクション：「三百六十五歩のマーチ体操」
問 合 せ：８１－１１５５（社会福祉協議会本所）
※どなたでもご参加いただけます。お誘い合わせのうえ、ご来場ください。

日 　 時：１０月２３日㈰１０：００～１４：３０
会 　 場：金井コミュニティセンター
問 合 せ：５７－８１４１

（社会福祉協議会佐和田支所）
　毎年大盛り上がりの福祉バザーを中心に今年
も開催します。福祉バザーのほか、防災コーナー
や子ども遊びコーナーなど、どなたでも楽しめる
内容となっています。お誘い合わせのうえ、ご来
場ください。

日 　 時：１０月１５日㈯１0：００～１4：００
会 　 場：はたの温泉松泉閣
問 合 せ：８１－１６２０

（社会福祉協議会畑野支所）
　例年盛況の社協まつりを今年も開催します！熊本地震
支援バザーのほか、子どもたちに人気の体験コーナー、
どなたでも参加できるスタンプラリーなど様々な催しを
行います。カレーや豚汁、おしるこなど美味しい食べ物
も用意しておりますので、ぜひご来場ください。

日 　 時：１０月２９日㈯９：００～１６：００
会 　 場：赤泊福祉保健センターやすらぎ
問 合 せ：８７－３３７０

（社協羽茂支所赤泊地域センター）
　毎年恒例の赤ちゃんやデイサービスご利用者
様の写真展示のほか、デイサービスや地域福祉事
業を知っていただけるようなコーナーもあり、気軽
に見て楽しんでいただける内容となっております。
　ぜひお誘い合わせてお立ち寄りください。



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8月1日～8月31日（受付順）　

≪佐和田支所≫
　さわた社協まつり実行委員会様	 22,879円
　内田商店様	 1,454円
≪畑野支所≫
　畑野商工会女性部様	 6,619円
≪羽茂支所≫
　大場　俊一様（真浦）	 全自動洗濯機・扇風機
　赤泊婦人会様	 タオル50枚、ティッシュ60箱

≪本　　所≫
　両津市役所ＯＢ有志様	 4,836円
≪両津支所≫
　佐渡市赤十字奉仕団　両津班様	 23,300円
　梶原　清美様（河崎）	 バスタオル、白タオル
　匿　名	 観葉植物１鉢
　金子　智胤様（片野尾）	 菊の花５束

佐渡市社協だより
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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…10月21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】
　115号のクロスワードパズルの答えは「オタノシミカイ(お楽しみ会)」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、相川地区「相川岩百合」様の「佐渡産あごだし粉」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



　畑野母子健康センターを会場に世代間
交流事業として、畑野保育園さんの園児た
ちに遊戯を披露してもらった後、みんなで

一緒にレクリエーションを楽しみました。
　畑野地区では世代間交流事業を畑野保育園さん・川西保育園さんと
それぞれ年２回ずつ行っており、参加者の方はめったにない園児たちと
の触れ合いを喜んでくれています。
　レクリエーションを通じて、心の距離がぐっと縮まり、笑顔あふれる一
日でした。

佐渡市社協だより

★申年の皆さんの趣味や楽しみ、健康の秘訣を教えます★

　私たちは、季節ごとに壁を利用した貼り絵
をご利用者様と一緒に製作しています。共同製作する中で、助け合いが生
まれ、完成した時の喜びが次の作品の製作意欲に繋がっています。また、写
真の俳句はご利用者様が趣味を活かし、貼り絵の「花火」を題にして創作し
てくださいました。
　ぜひ一度見学にお越しください。ご利用者様の癒し役である「亀吉」とと
もにお待ちしています。

金井デイサービスセンター
しゃくなげの里

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！！

　畑仕事をすることが大好きで生きがいに
なっており、畑のことを考えることは自分にとっ
て認知症予防になっていると思います。新潟に
いるひ孫と、電話やたまに会えることが楽しみ
になっています。身体障がい者福祉協議会に
加入をしていて、料理教室や島内バスハイクな
ど楽しい活動をしています。身体障害者手帳を
お持ちの方、一緒に楽しく活動しませんか。

　かわら屋の仕事を３０年間、７１歳までして
おり、佐渡島内各地を回っていました。様々な
人たちと出会うことができ、長く働くことがで
きました。いまでは、夫婦２人で畑仕事に精を
出しています。現在では解散してしまいました
が、小倉の老人クラブがあったときにはゲート
ボールなどの行事にもいろいろ参加していま
した。毎日の早寝早起きと散歩が健康につな
がっていると思います。
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・フジさん
（小木地区　小木町）

昭和7年生まれ
（畑野地区　小倉）
昭和７年生まれ


