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　あけましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、お健やかで
希望に満ちた新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、日頃より、
佐渡市社会福祉協議会の事業活動に温かいご支援とご協力を賜り、心より感
謝申し上げます。
　さて、地域社会における福祉ニーズは、様々な要因により複雑化・多様化
してきております。また、地域福祉事業に求められる役割も、時代と共にイ
ベント型から個別支援へと変化してきています。
　こうした中、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を
基本理念とした、佐渡市社会福祉協議会の「第2次社協発展・強化計画」を
策定しました。これは、社会福祉法改正に伴う組織体制の整備・強化、財政
基盤の充実、必要となる地域福祉活動などを検討し、佐渡市社会福祉協議会
の進むべき方向を定めたものです。この計画を基に4月から、地域住民の皆
さま、佐渡市や福祉団体、ボランティアの方々などと連携を深めご協力を頂
きながら、地域に密着した事業に全力で取り組んで参ります。
　現在の介護保険や福祉の制度は、人口減少や高齢化などに伴う多種多様な
ニーズに全て応えられるほど万能ではありません。各制度の狭間にあって、
日常生活で困り事を抱えている方々をどのように支援していくかが地域福祉
の課題です。社協は、この課題に取り組むことが使命です。一人の住民の困
り事が、多くの住民に共通することかも知れません。ならばそれを地域課題
として捉え、解決のための仕組みを作ることで制度の狭間を埋めていく。こ
の作業を地域住民の皆さまと共に繰り返すことが、地域福祉の推進を本分と
する社協の役割であると考えています。皆さまには一層のご理解・ご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
　年頭にあたり、市民の皆さまのますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上
げ、新年のごあいさつといたします。

新年のごあいさつ
社会福祉法人佐渡市社会福祉協議会　　

会　長　　田　上　睦　夫
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赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました

　今年度の赤い羽根共同募金運動は『赤い羽根は小さなことをしています』をキャッチコピーに進
めてまいりました。この募金運動は、大きくて華やかな事業ではなく、小さな活動や取り組みを応援
するがゆえに、“募金の使い道がわかりにくい”という印象があるかもしれません。皆さまから寄せ
られた募金が地域で大切に使われていることをお伝えすることも私たち社協の役目であると考えま
す。今後も社協だよりなどを通じて発信してまいりますので、宜しくお願いいたします。
　募金運動へご参加・ご協力いただきましたことに、改めて感謝申し上げます。ありがとうございま
した。

最終合計額と内訳につきましては次号でご報告させていただきます。

募 金 総 額
（平成28年12月20日現在） 15,203,227円

　佐渡市社協では今年度も地域福祉の視点から、身近な
「市民」という立場で後見活動を行う「市民後見人」を養
成してきました。成年後見人は親族の他、弁護士、司法書
士および社会福祉士などの資格を有した専門職が務める
イメージが強いのですが、最近では市民が担う「市民後
見人」に注目が集まっています。同じ地域で暮らす市民の
目線でサポートすることにより、ご本人が安心して暮らし
ていくための重要な役割を果たしています。

　昨年7月に開講した「市民後見人養成講座」では、受講生が約6か月間にわたる基礎講座・実務講
座・実地研修を通して成年後見制度に関する専門的知識や技能、関連法などについて学び、１2月8日
に行われた修了式で１０名の方が修了証書を手にしました。市民後見人は全国的に活動の場が広が
りつつあります。新たな権利擁護の担い手として、修了生の皆さんの今後の活躍を期待しています！

市民後見人養成講座 10名が修了！
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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。

★開 催 日　毎月第１金曜日
★会　　場　三宮・畉田ふれあいセンター
★時　　間　１０：００～１１：３０
★参 加 費　１００円
★参加状況
　平成25年7月に発足してから毎月25名程
度（60～90才）の参加があり、参加者同士
での安否確認や見守りを第１の目的として
開催しています。男性の参加者も多く、健
康体操やミュージックケア、ボランティアさ
んが考えたゲームなどを取り入れてみんな
でわいわいと活動しています。
★ふれあいサロンの定番 ! !
　サロンの始まりは“島んちゅの宝”と“３６５歩のマーチ”を踊ることから始まります。保育園の先生から
教えてもらって、ボランティアさんが主体となってやっているものですが、どなたでも簡単に踊れるように
なっているので、初めての方でも大丈夫です。
　ほかにもいろいろとオリジナルの内容を考えて、にぎやかに活動しているので、ぜひお立ち寄りください。

三宮・畉田　ふれあいサロン(畑野地区)

佐渡市社協だより
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【佐和田・金井地区】
日　時：2月21日（火）
　　　 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
一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

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

※相談員が問題の解決に向けた助言や情報提供を行います。予約の必要
はありません。直接、相談日に会場へお越しください。（相談は無料です）

2月開催　心配ごと相談 弁護士による
無料法律相談

佐渡市社協だより
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ほのぼのカフェ・ものわすれあんしん相談

＊参加費として100円（あそさんは200円）をいただきます。　　＊申し込みは不要です。どなたでも参加できます。
＊カフェのお手伝いをしていただくボランティアの方もお待ちしています。ご連絡ください。
＊「会場へは行けないけれど相談したい」という場合は、お宅へ訪問したり、お電話でお話をうかがったりすること
もできます。

▼２～３月の開催日程▼
地区 両　津 相　川 国　仲 南　部
2月 15日(水) 10日(金) 3日(金) 24日(金) 16日(木) 14日(火) 19日（日）
3月 15日(水) 1０日(金) 3日(金) 24日(金) 16日(木) 14日(火) 19日（日）
内容 カフェ･相談 カフェ･相談 カフェ カフェ 相談 相談 カフェ

会場
茶 の 間
ひ ま わ り
（旧仙台屋）

ワイドブルー
あ い か わ

寄 り 処
あ そ さ ん

真 野 の 里
2 号 館

佐渡総合病院
２ 階 講 堂 羽茂病院 はもちの里

時間 10時00分
～12時00分

13時30分
～15時30分

10時00分
～12時00分

13時30分
～15時30分

10時00分
～12時00分

13時30分
～15時30分

	 ◆佐渡中央地域包括支援センター　☎６３－３１２０（金井・新穂・畑野・真野地区）
	 ◆佐渡東地域包括支援センター　☎２３－５５１５（両津地区)
	 ◆佐渡西地域包括支援センター　☎５７－８１５２（相川・佐和田地区)
	 ◆佐渡南地域包括支援センター　☎８８－３８４４（小木・羽茂・赤泊地区）

【お問い合わせ先】	 ◆佐渡市役所高齢福祉課高齢福祉係　☎６３－３７９０

相談先

ものわすれあんしん相談は、ものわすれや暮らしのこと、
支え合う方法を相談できる場所です。介護や保健の専門職が
お話をうかがいます。

ほのぼのカフェは、お茶飲みしながらものわすれの予防や病気に気
づいてからの対応を学んだり、語り合う仲間をつくったりできる場所で
す。関心をお持ちの方ならどなたでもご参加いただくことができます。



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12月1日～12月31日（受付順）

≪相川支所≫
　あいかわ社協まつり実行委員会様	 47,888円
≪羽茂支所≫
　芸能祭実行委員会　委員長　金子　友也様	 30,000円
　中川　初男様（赤泊）
	 ブルーレイディスクレコーダー1台、掃除機1台
　はもち福祉まつり実行委員会　委員長　下澤　潔	 様
	 レクリエーション用品ゲームレール

≪本　　所≫
　（宗）真如苑様	 100,000円
　佐渡たばこ販売協同組合　理事長　柳　敏久様
	 タオル91枚
≪両津支所≫
　匿名	 ゆず4㎏
　理容エム　野口　正毅様（加茂歌代）	 10,000円
　匿名	 手作りの紙箱560枚
≪佐和田支所≫
　匿名	 未使用切手1,360円分

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…2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】
　119号のクロスワードパズルの答えは「ゴクロウサマ（ご苦労様）」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≫
コブダイの向き、
ヒトデの数など

●今月は正解者の中から抽選で５名様に、佐和田地区「まつはらの家」様の「刺し子布巾」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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★酉年の皆さんの趣味や楽しみ、健康の秘訣を教えます★

　囲碁が大好きで、碁盤を出しては日々練習
しています。島内の様々な大会に出て、賞に
入ったこともあります。１０年続けている中で１
番嬉しかったことは、初段の資格証書をもらっ
たことです。まだまだ練習して大会に出場し続
けたいと思っており、そのためには足腰を丈夫
にしていなければならないので、毎日２０～３０
分くらい歩くようにしています。

　趣味は花づくりとカラオケです。歌をうたう
ことが大好きで、老人クラブの集まりでも仲間
と一緒に歌ったり、新しい曲にも挑戦したり、
頭の体操・認知症予防のためと思って取り組
んでいます。また、友達と一緒に食事をしなが
ら会話をすることが何よりも楽しみになってい
ます。暖かくなったら介護予防教室に参加した
いと思っています。

本
ほん

間
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さん松
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　ユキさん
（羽茂地区　羽茂大石）

昭和８年生まれ
（金井地区　金井新保）

昭和８年生まれ

　レクリエーションの一環と
して、入浴の待ち時間など
を利用し、壁面作成を行いま
した。下絵づくりを職員で行
えばあとはご利用者の思い
のまま。それぞれの思いで
個性あふれる作品が出来上
がりました。最初は遠慮がちだった方も、少しずつ出来上がっ
ていく様子をみて、「私もやりたい」と積極的に参加してくだ
さいます。
　施設ではボランティアを募集しています。笑い声がよく聞こ
える、明るい雰囲気の施設です。一度見学にお越しいただき、
ご利用者の方々と一緒に楽しい時間を過ごしませんか。

両津デイサービスセンター　しゃくなげ

★自薦・他薦を問わず、元気な酉年の方を募集していま
す。応募が集中した場合はご期待に添えないこともあり
ますので、ご了承くださいますようお願いします。

　11月30日(水)に金井小学校で行わ

れた出前塾での一コマです。出前塾は

高齢者疑似体験や車イス体験、障がいを持つ方のお話などを通して、

子どもの福祉の心を育むことを目的としています。写真は聴覚障が

いや手話に関する講義の様子で、子どもたちは元気いっぱい手話の

練習をし、真剣な表情で講師の話に耳を傾けていました。

佐渡市社協だより
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