
　とても広く、様々な世代の方が住んでいる加茂歌代地区（両津）では、老人クラブ「加茂歌代
長
ちょうせいかい

生 会」が主体となって、いきいきサロンなどの地域交流の取り組みを行っています。私たち社協
と佐渡市はこの活動をさらに活性化させ、もっと幅広い世代が楽しく集まれる「交流の場」を立ち
上げようと力を入れています。
　表紙の写真は、その一環として開催した“おためしサロン”での1枚です。レクリエーションの
体験では参加者みんなで大盛り上がりでした。
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　年齢や障がいの有無に関わらず、住み慣れた地域
で自分らしい生き方ができるよう、公的な福祉サー
ビスだけでは対応できない生活課題についても地域
で協力して解決していくことが求められています。
より積極的に地域へ出向き、ニーズ把握に努め、市
民及び関係機関と連携・協働した地域福祉活動に取
り組みます。
◦民生委員・児童委員等との連携強化
◦地域福祉懇談会の実施
◦見守り活動の推進
◦地域の茶の間・いきいきサロン等の実施・支援
◦地域福祉会への活動支援
◦ふれあい招待昼食会の実施
◦おはようコール（お元気コール）の実施
◦在宅介護者リフレッシュ事業の実施
◦生活支援ボランティア派遣事業(ごむしんネット)の実施
◦配食サービスの実施
◦移送サービス事業の実施
◦歳末たすけあい事業の実施
◦障がい者の地域生活支援
◦子育て支援の取り組み
◦コミュニティソーシャルワーカー（地域福祉相談員）
の配置
◦第２次佐渡市地域福祉活動計画の検証
◦第３次佐渡市地域福祉活動計画の策定
◦ニーズ調査の実施

　誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、市
民が生活課題に関心を持ち、支え合い助け合いの精
神のもとボランティア活動へ参加してもらうことが
必要です。そのためには、市民のボランティア活動
への意識を高め、地域全体が活動に参画できるよう
働きかけます。

平成２９年度　佐渡市社会福祉協議会　事業計画
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推進します基本理念

１　地域における支え合いの仕組みづくりの推進
２　ボランティア活動の推進
３　総合相談、生活支援、生活困窮者支援による福祉増進
４　成年後見センターの適正な運営
５　介護サービス事業の経営強化と発展
６　福祉センター等の有効活用

◆地域における支えあいの仕組みづくりの推進

　市民が抱える生活全般の心配ごとや悩みごとを気
軽に相談できる身近な相談所を設置します。また、
複合的な課題を抱える生活困窮者等を早期に把握し、
地域住民や関係機関などと連携・協働して、生活困
窮者自立支援事業、日常生活自立支援事業や生活福
祉資金貸付等により、生活困窮者、高齢者、障がい
者等の社会的自立や生活向上を目指し支援します。
　地域包括支援センター等においては、高齢者の総
合相談窓口として、心配ごとや悩みごとを気軽に安
心して相談できるよう努め、地域住民の保健・医療
の向上及び福祉増進に努めます。
◦心配ごと相談所の開設
◦弁護士による法律相談の実施
◦日常生活自立支援事業の推進
◦苦情解決への適切な対応
◦生活福祉資金等の貸付支援
◦介護予防教室の実施
◦日常生活用具貸与事業
◦男の料理教室
◦生活困窮者自立支援事業の実施

◆総合相談、生活支援、生活困窮者支援による福祉増進

◆ボランティア活動の推進

　成年後見制度に関する相談支援、普及啓発及び後
見人等の受任を行い、高齢者や障がい者等の権利擁
護支援に努めるとともに、市民後見人の研修・活動
支援に取り組みます。

◆成年後見センターの適正な運営

重点目標

◦ボランティア活動の推進
◦ボランティアセンター・ステーション等の連携強化
◦災害救援体制の整備
◦ボランティア研修会等の実施
◦発掘・相談・連絡調整
◦情報収集と情報提供
◦福祉教育事業（出前塾）の実施
◦２４時間テレビチャリティー募金活動の実施
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平成29年度　収支予算

　介護サービス事業においては、軽度者の総合事業への
移行による収入の減額、機器材の修繕、備品の更新な
どによる経費の増大のため収益の減少が見込まれます。
　そのような状況の中で、利用者の満足度を高め、質
の良いサービスが提供できるように、研修を通して職
員と事業所全体の資質向上を図るとともに、事故の
防止や機器材故障の予防、苦情への真摯な対応を心
がけ、地域や利用者に信頼され選ばれる事業所を目
指します。
　また、新たに始まる総合事業への適切な対応や、介
護保険外サービス・障がい者へのサービス提供を行
うなど、地域のニーズに応じたサービス提供を行うこ
とで、介護サービスが必要な人に支援が届くよう取り
組みます。
◦訪問介護事業所の経営　5ヵ所
◦訪問入浴介護事業所の経営　1ヶ所

◆介護サービス事業の経営強化と発展

　福祉センター等については、地域の福祉活動の拠
点として活用を図るとともに、市内全域を視野に入
れた事業を行い、施設の有効活用に努めます。
◦老人福祉センターの経営
◦福祉センター等の経営
◦高齢者住宅の経営

◆福祉センター等の有効活用

　佐渡市社会福祉大会を開催し、住民参加による福
祉の島づくりのための理解と意識の高揚を図りま
す。また、社協だよりやホームページにより、社協
の事業内容や地域での福祉活動を紹介します。
◦社会福祉大会の実施
◦佐渡市社協だよりの発行
◦ホームページの活用
◦社協まつり等の実施
◦福祉バザーの支援
◦介護職員初任者研修の実施

◆福祉情報の提供・啓発活動の推進

○収入の部（単位：千円）
科　目　別 収　入　額

会 費 ８，９４１
寄 付 金 １，３８０
市 補 助 金 １３０，１１０
受 託 金 １３９，７９４
共 同 募 金 配 分 金 ８，３３１
助 成 金 収 入 ６４８
介 護 保 険 収 入 １，４０８，４９５
障 が い 福 祉 ５６，５６２
利 用 料 収 入 ３，０３６
積 立 資 金 取 崩 収 入 ６２３，５２４
区 分 間 繰 入 金 収 入 ８６，３９４
そ の 他 収 入 ９５，５５１

合　　計 ２，５６２，７６６

○支出の部（単位：千円）
拠点区分別 支 出 額

法人運営事業 ８０9，209
地域福祉事業 ５５，２７２
共同募金配分金事業 ８，７００

介護保険
事　　業

訪問介護事業 ３80，941
通所介護事業 ７２６，６７８
短期入所生活介護事業 ７２，６１２
グループホーム ８５，７１５
訪問入浴介護事業 １２，７１７
居宅介護支援事業 ２２８，５５４

在宅介護支援センター １３，１５１
老人福祉センター １，４３０
心配ごと相談事業 １，２２４
資金貸付事業 １，１００

施設経営
高齢者住宅 ４，５３７
福祉センター ２４，７５１

地域包括支援センター １１７，５５２
成年後見事業 １４，８５９
生活困窮者自立支援事業 １６，４７６
その他の事業 １，１４９

合　計 ２，５７6，62７

◦成年後見制度の利用等、権利擁護にかかわる相談
及び利用支援
◦後見人等の受任
◦成年後見制度等の普及啓発
◦市民後見推進事業の実施
◦法人後見支援事業の実施
◦権利擁護のネットワークづくり
◦運営委員会の開催

◦通所介護事業所の経営　10ヶ所
◦短期入所生活介護事業所の経営　1ヶ所
◦居宅介護支援事業所の経営　12ヶ所
◦認知症対応型共同生活介護施設の経営　1ヶ所
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会　長	 田上　睦夫
副会長	 菊池　　齊
副会長	 渡部　英子
常務理事	 塚本　寿一
事務局長	 細木　寅雄

【総務課】
課長	 池　　知子
総務企画係	 ○城腰　智史
	 羽二生麻衣
	 須田　　礼
	 川上美日子
経理係	 ○藤下　　環
	 末武　佑樹
	 本間ゆかり
	 滝口　美和
	 田辺真紀子	（臨）
佐渡市出向
（佐渡中央地域包括支援センター）
介護支援専門員	 姥澤寿美子
	 堺　　直美
	 中川　　薫
社会福祉士	 佐藤　秀樹
	 神田麻衣子
	 影山　亜紀
（高齢福祉課 介護保険係）
	 加藤智代美

【福祉課】
課長	 引野　孝雄
課長補佐	 須藤　信宏
地域福祉係	 ○山田ますみ
	 後藤　優幸
	 福井　智也
生活支援係	 ○末武真紀子
	 石塚美紀子
	 菊池　紀子
	 菊池　敬太
	 矢本　美咲
	 杉坂　芳樹
	 下坂　夕子	（臨）
	 渡邉　千枝	（臨）

【介護保険課】
課長	 藤井恵美子
介護サービス係	 ○藤井恵美子	（兼）
	 土屋　　肇

支所長	 本間　　悟
支所次長	 上杉由美子
庶務係	 ○隅田ひとみ
地域福祉係	 ○上杉由美子	（兼）
	 本間　　茜
	 葛西　亮介

【りょうつ訪問介護事業所】
佐渡市春日１１５０番地２０

電話　２３－５５６０
所長	 茨城　美鈴
管理係	 ○茨城　美鈴	（兼）
介護サービス係	 ○臼杵かおり
サービス提供責任者	 須藤　亜実
	 夏井　芳美
	 川上紗王里
	 菊地　里美
訪問介護員	 本間　友子
	 小濱　亜美
	 佐藤　麻美
	 鈴木　美穂
	 本間　美樹
	 藤井真菜実
	 内田千加子	（嘱）
	 本間るり子	（臨）
	 武田美津子	（臨）
	 恩田　寿子	（臨）

【両津デイサービスセンターしゃくなげ】
佐渡市春日１１５０番地２０

電話　２３－５５５１
所長	 菊池　忠彦
管理係	 ○菊池　忠彦	（兼）
介護サービス係	 ○菊池　忠彦	（兼）
看護師	 金切あすか
	 川内　昭江	（臨）
生活相談員	 本間　輝明

佐渡市社会福祉協議会　本所
　佐渡市畑野甲533番地
　　電話　81－1155

両津支所
　佐渡市春日1150番地20
　　電話　23－5500

	 本間　香織
	 相田　里美
介護員	 神山　　忍
	 中川　寛子
	 竹本美智子
	 福嶋　晶子	（臨）
	 渡部　博子	（臨）
	 中村　貴子	（臨）
調理員	 水井　裕子

【両津デイサービスセンターたんぽぽ】
佐渡市加茂歌代９０４番地１

電話　２３－５２００
所長	 中村　正樹
管理係	 ○中村　正樹
介護サービス係	 ○中村　正樹
生活相談員	 河原　朋和
	 中川美恵子
介護員	 清水　友根	（臨）
	 市橋　宗輝	（臨）

【両津デイサービスセンターいわゆり】
佐渡市豊岡１６７２番地１６

電話　２８－２１70
所長	 木村　　敦
管理係	 ○木村　　敦	（兼）
介護サービス係		 ○木村　　敦	（兼）
看護師	 本間　貴子
生活相談員	 山本　崇慈
	 山本　英樹
介護員	 浅井　静夏
	 川上佳代子	（臨）
	 立脇　桂子	（臨）
調理員	 中川　弥生	（臨）

【両津デイサービスセンターかんぞう】
佐渡市鷲崎１７８１番地３

電話　２６－２２００
所長	 本間　　悟	（兼）
管理者兼管理係	 ○市橋　利之
管理者兼生活相談員	 菊池　良江
介護サービス係	 ○市橋　利之	（兼）
看護師	 本間久美子	（臨）
生活相談員	 本間　理香
介護員	 本間　正剛
	 宇佐美ゆかり
調理員	 市橋　京子	（嘱）

平成29年度職員配置
平成29年4月1日　　　

○印　…係長
（嘱）…嘱託職員
（臨）…臨時職員
※短時間雇用の職員は掲載していません
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【りょうつ訪問入浴介護事業所】	
佐渡市春日１１５０番地２０

電話　２３－５５００
所長	 本間　　悟	（兼）
介護員	 中濱　尚文

【両津在宅介護支援センターいわゆり】
佐渡市豊岡１６７２番地１６

電話　２８－２１８８
所長	 本間　　悟	（兼）
相談員	 齊藤　倫子	（臨）

【両津在宅介護支援センターかんぞう】
佐渡市鷲崎１７８１番地３

電話　２６－２２４０
所長	 本間　　悟	（兼）
相談員	 伊藤真梨子

【社協ケアプランセンターしゃくなげ】	
佐渡市春日１１５０番地２０

電話　２３－５５５０
所長	 渡部真佐子
管理係	 ○齊藤　亮子
介護支援係	 ○飯田佳奈子
介護支援専門員	 福嶋　弘美
	 余湖　　薫
	 中川　千里	（臨）

【社協ケアプランセンターいわゆり】	
佐渡市豊岡１６７２番地１６

電話　２８－２１８８
所長	 本間　　悟	（兼）
管理者兼管理係	 ○宇治　広子
介護支援係	 ○宇治　広子	（兼）

【社協ケアプランセンターかんぞう】
佐渡市鷲崎１７８１番地３

電話　２６－２２４０
所長	 本間　　悟	（兼）
管理者兼管理係	 ○後藤　信子
介護支援係	 ○後藤　信子	（兼）

【佐渡東地域包括支援センター】
佐渡市春日１１５０番地２０

電話　２３－５５１５
所長	 伊藤紀美子
管理係	 ○伊藤紀美子	（兼）
包括支援係	 ○藤浪　聖子
（佐渡市から派遣）

社会福祉士	 梅川真奈実
	 津村　　優
	 出﨑　丈陽
	 森山　里子	（臨）

支所長	 福田　忠仁
庶務係	 ○本間江利子
地域福祉係	 ○福田　忠仁	（兼）
	 遠藤　美雪

【あいかわ訪問介護事業所】
佐渡市相川羽田町５７番地１

電話　７４－３１８２
所長	 宇川　孝子	（嘱）
管理係	 ○宇川　孝子	（兼）
介護サービス係	 ○岩﨑　弘恵
サービス提供責任者	 池田キヨミ
訪問介護員	 坂下　陽子
	 濱中千恵子
	 本間登志子	（嘱）
	 岩﨑　信子	（嘱）
	 松尾さちえ	（臨）
	 中田　千世	（臨）
	 磯野百合子	（臨）
	 中村　和枝	（臨）

【社協ケアプランセンター天領】
佐渡市相川羽田町５７番地１

電話　７４－０９５５
所長	 武内眞智子	（嘱）
管理係	 ○石見　敦子
介護支援係	 ○石見　敦子	（兼）
介護支援専門員	 島倉　由美

【相川ブランチ】
佐渡市相川羽田町５７番地１

電話　７４－００５５
相談員	 戸﨑裕美子	（臨）

支所長	 宇留間　壯	（嘱）
支所次長	 坂下　知美
庶務係	 ○坂下　知美	（兼）
地域福祉係	 ○宇留間　壯	（兼）
	 桃井　　悟
	 長嶋はるみ
	 中村　邦彦
	 金子　萌子
	 本間　寛子

【金井地域センター】
佐渡市中興乙２８２２番地１

電話　６３－６２００
所長	 井藤まゆみ	（兼）
	 村田　舞子	（臨）

【さわた訪問介護事業所】
佐渡市河原田本町３９４番地

電話　５７－８１４２
所長	 加藤　冷子	（嘱）
管理係	 ○菊池千佐子
介護サービス係	 ○山本恵美子
サービス提供責任者	 石井ひとみ
	 岡﨑　規江
訪問介護員	 計良恵美子
	 岩井　真美
	 静間　善美	（臨）
	 白藤　茂子	（臨）
	 本間　絹子	（臨）
	 星野　優子	（臨）
	 本間とめ子	（臨）
	 小林明日香	（臨）
	 加藤　由里	（臨）

【金井デイサービスセンターしゃくなげの里】
佐渡市中興乙２８２２番地１

電話　６３－５０８５
所長	 宇留間　壯	（兼）
管理者兼管理係	 ○土屋　佐織
介護サービス係	 ○土屋　佐織	（兼）
看護師	 武田みどり
	 計良　睦子	（臨）
生活相談員	 佐藤　　恵
	 中川　修一
	 中山　直樹	（臨）
介護員	 山本　寛子
	 土屋ひとみ
	 矢田　秀美
	 金森　由香
	 山本　　翼	（臨）
	 安藤　智子	（臨）
	 近藤　典子	（臨）
調理員	 池野　正子	（臨）

【社協ケアプランセンターはまなす】
佐渡市河原田本町３９４番地

電話　５７－８１４１
所長	 中下　敦子
管理係	 ○宇田シノブ
介護支援係	 ○宇田シノブ	（兼）
介護支援専門員	 土屋　明子
	 井川　賀子

相川支所
　佐渡市相川羽田町57番地1
　　電話　74－0055

佐和田支所
　佐渡市河原田本町394番地 
　　電話　57－8141

佐渡市社協だより
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【社協ケアプランセンターなごみ】
佐渡市中興乙２８２２番地１

電話　６３－５２００
所長	 井藤まゆみ
管理係	 ○井藤まゆみ	（兼）
介護支援係	 ○影山奈保恵
介護支援専門員	 矢島小百合
	 榎　　　央

【佐渡西地域包括支援センター】
佐渡市河原田本町３９４番地

電話　５７－８１５２
所長	 奥村　里美
管理係	 ○杉本　順子
包括支援係	 ○小林　　洋
（佐渡市から派遣）

保健師	 杉本　順子	（兼）
社会福祉士	 佐々木ゆかり
	 本間　実保
	 刀根　朋香	（臨）

支所長	 若林奈々子
支所次長	 金子　千鶴
庶務係	 ○金子　千鶴	（兼）
地域福祉係	 ○本間　富博
	 柴原　淳子
	 長坂　義人
	 引野　　幸
	 曽我　弥生
	 岩谷　千鶴	（兼）

【新穂地域センター】
佐渡市新穂瓜生屋４９０番地

電話　２２－３３００
所長	 渋谷美由紀	（兼）
	 計良　悦子	（臨）

【真野地域センター】
佐渡市長石２１１番地２
電話　５５－４０１２

所長	 加藤　和美	（兼）
	 瀧川眞美子	（臨）

【はたの訪問介護事業所】
佐渡市畑野甲５３１番地２

電話　８１－１６２１
所長	 影山　徳子
管理係	 ○影山　徳子	（兼）

介護サービス係	 ○土屋　広美
サービス提供責任者	 中川　裕子
	 渡部　睦子
	 横野実知子
訪問介護員	 遠藤美哉子
	 堺　由香理
	 吉井明日香
	 山田　美樹
	 石塚　直美
	 上坂　桂子	（嘱）
	 土田　幸恵	（臨）

【新穂デイサービスセンター】
佐渡市新穂大野１８１６番地２

電話　２２－４１９５
所長	 若林奈々子	（兼）
管理者兼管理係	 ○木野下佐栄子
介護サービス係	 ○山本　浩一
看護師	 鈴木　恭子
	 加藤カズエ
生活相談員	 若林めぐみ
	 小崎　真紀
介護員	 田中　美香
	 山本　裕美
	 内海　香織
	 市橋　昌子	（臨）
	 本間　佳子	（臨）
調理員	 計良　康子

【畑野デイサービスセンターやわらぎの里】
佐渡市栗野江１８３７番地

電話　６６－４１５０
所長	 土屋　義春	（嘱）
管理係	 ○土屋　義春	（兼）
介護サービス係	 ○加藤恵美子
看護師	 本間こずえ
	 忠野美由紀	（臨）
生活相談員	 渡邉そのみ
	 本間　里美
	 林田　和章
介護員	 田中　俊博
	 児玉　一紀
	 小笹　裕子
	 本間　郁美
調理員	 恩田　幸代

【松ヶ崎デイサービスセンターまつさきの里】
佐渡市松ヶ崎１１９２番地１

電話　６７－２９００
所長	 若林奈々子	（兼）
管理者兼管理係	 ○渡邉　清貴
介護サービス係	 ○渡邉　清貴	（兼）
看護師	 川上　幸代

生活相談員	 本間真奈美	（臨）
介護員	 小俣　生子
調理員	 長嶋　由羽

【グループホームまの】
佐渡市長石２１３番地１
電話　５５－３１００

所長	 平形　智秋
管理係	 ○平形　智秋	（兼）
介護サービス係	 ○逸見美津枝
計画作成担当者	 赤塚　未来
介護員	 藤岡　憲介
	 土屋　洋海
	 浅野　章子
	 佐藤久美子
	 米津　裕美
	 金子　愛子
	 加藤　直也
	 本田　一也
	 原　千代子	（臨）
	 小野　弘子	（臨）

【松ヶ崎在宅介護支援センター】
佐渡市松ヶ崎１１９２番地１

電話　６７－２９００
所長	 若林奈々子	（兼）
相談員	 菊池　直美

【畑野高齢者住宅やわらぎの里】
佐渡市栗野江１８３７番地

電話　６６－４１５０
所長	 土屋　義春	（兼）
生活援助員	 本間　郁美	（兼）

【社協ケアプランセンターほなみ】
佐渡市新穂瓜生屋４９０番地

電話　２２－４１９８
所長	 渋谷美由紀
管理係	 ○渋谷美由紀	（兼）
介護支援係	 ○渋谷美由紀	（兼）
介護支援専門員	 引野　真紀
	 佐野なつき

【社協ケアプランセンターやわらぎ】
佐渡市栗野江１８３７番地

電話　６６－４１５１
所長	 高橋　智弥
管理係	 ○高橋　智弥	（兼）
介護支援係	 ○高橋　智弥	（兼）
介護支援専門員	 佐藤　圭子
	 岩原あかね

畑野支所
　佐渡市畑野甲531番地2
　　電話　81－1620

佐渡市社協だより
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【社協ケアプランセンターきずな】
佐渡市長石２１１番地２
電話　５１－２１００

所長	 加藤　和美
管理係	 ○寺島恵美子
介護支援係	 ○寺島恵美子	（兼）
介護支援専門員	 小川　怜子

【新穂ブランチ】
佐渡市新穂瓜生屋４９０番地

電話　２２－３３００
相談員	 齊藤　美佳	（臨）

【畑野ブランチ】
佐渡市栗野江１８３７番地

電話　６６－４600
相談員	 岩谷　千鶴	（臨）

支所長	 渡邉　　聡
支所次長	 長嶋三枝子
庶務係	 ○長嶋三枝子	（兼）
地域福祉係	 ○中川　敏也
	 金子　弘樹
	 冨永　弘子
	 本間　和也
	 倉沼　和美	（臨）

【小木地域センター】
佐渡市小木町１９４９番地２

電話　８６－３８３８
所長	 渡邉　　聡	（兼）
	 髙野　康栄

【赤泊地域センター】
佐渡市赤泊２２０７番地１９

電話　８７－３３７０
所長	 長島　浩義	（兼）
	 菊地あゆり	（兼）

【はもち訪問介護事業所】
佐渡市羽茂本郷５５０番地

電話　８８－３８７０
所長	 本間　里美
管理係	 ○本間　里美	（兼）
介護サービス係	 ○大瀧　稔子
サービス提供責任者	 中野　亜子
	 渡邉みゆき
訪問介護員	 野口　涼子

	 井藤美智子
	 本間　春菜
	 和泉　幸世
	 河内美津代	（臨）
	 大場　幹枝	（臨）
	 金子　文美	（臨）
	 山田扶美江	（臨）

【小木デイサービスセンターつくし】
佐渡市小木町１９４９番地４

電話　８６－３８７０
【小木短期入所施設つくし】

佐渡市小木町２１１８番地５
電話　８６－３８７０

所長	 渡邉　　聡	（兼）
管理者兼管理係	 ○井坂　美好
介護サービス係	 ○井坂　美好	（兼）
看護師	 福田　良子
	 渡邉　亜純
栄養士	 有田　博子
生活相談員	 加藤　政雄
	 齋藤　　茜
	 加藤　博司
	 佐久間ひろえ
	 田辺　真澄
介護員	 佐藤　清栄
	 菊地美由紀
	 金子　　亨
	 菊地アツ子	（臨）
	 小野　順子	（臨）
	 長谷川幸美	（臨）
	 近藤　隆行	（臨）
	 青栁　一章	（臨）
調理員	 荒木　祥子
	 本間　義孝	（嘱）

【赤泊デイサービスセンターやすらぎ】
佐渡市赤泊２２０７番地１９

電話　８７－３３７０
所長	 長島　浩義
管理係	 ○長島　浩義	（兼）
介護サービス係		 ○長島　浩義	（兼）
看護師	 永田由香里
	 信田　真弓
生活相談員	 渡辺真由美
介護員	 佐藤美由紀
	 古屋　玲奈
	 須田　和平
	 齋藤　直美	（臨）
	 道順多恵子	（臨）
	 川原　良樹	（臨）
調理員	 藤井　智子

【社協ケアプランセンターつくし】
佐渡市小木町１９４９番地２

電話　８６－３８３８
所長	 渡邉　　聡	（兼）
管理者兼管理係	 ○中川　徳子
介護支援係	 ○中川　徳子	（兼）

【社協ケアプランセンターおもと】
佐渡市羽茂本郷５５０番地

電話　８８－３８１８
所長	 本間美奈子
管理係	 ○本間美奈子	（兼）
介護支援係	 ○石切　久美
介護支援専門員	 木下　直子
	 信田ゆきえ

【社協ケアプランセンターやすらぎ】
佐渡市赤泊２２０７番地１９

電話　８７－３７17
所長	 渡邉　　聡	（兼）
管理者	 中川　文子
介護支援専門員	 林　　和美
	 菊地あゆり	（兼）

【佐渡南地域包括支援センター】
佐渡市羽茂本郷５５０番地

電話　８８－３８４４
所長	 田中　正子
管理係	 ○田中　正子	（兼）
包括支援係	 ○後藤　公彦
（佐渡市から派遣）

保健師	 土屋　貴子
社会福祉士	 佐々木伸一郎

【小木ブランチ】
佐渡市小木町１９４９番地２

電話　８６－３８３８
相談員	 髙野　康栄	（兼）

【赤泊ブランチ】
佐渡市赤泊２２０７番地１９

電話　８７－３３７０
相談員	 菊地あゆり

羽茂支所
　佐渡市羽茂本郷550番地
　　電話　88－3838

佐渡市社協だより
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どんどん☆ボランちゃ

8

　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　月１回（第３日曜日）

★会　　場　稲鯨公民館

★時　　間　午前 10時～ 11時 30分

★参 加 費　100 円

★参加状況
　地域の茶の間が開設されて、早いもの
で３年が経ちました。これまで高齢者が集
まる機会がほとんどなかったこの地区で、
人々が集まり、顔を合わせ、地域のつながり
を図れる場所として活動している「いさりび
の会」です。

「いさりびの会」（稲鯨地区）

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29年3月1日～3月31（受付順）

≪佐和田支所≫
本間　信明様（新潟市）	 20,000円
匿名	 1,369円

≪羽 茂 支 所≫
サドソーイング㈱様
	 ロッカー4台、長足テーブル1台、肌着6箱
故　髙野　修平様（小比叡）	 衣類
加藤　幸太郎様（外山）	 利用者用イス座布団27枚

≪両 津 支 所≫
矢田　郁夫様（加茂歌代外城）	 200,000円
冨樫　悌吾様（城腰）	 タオル60枚
両津商工会女性部様	 10,233円
野口　芳和様（両津夷）	 ジグソーパズル

≪相 川 支 所≫
匿名	 200,000円

★茶の間からのメッセージ
　誰でも立ち寄れる場所で
す。散歩の途中でも、ちょっ
と通りかかった時でも、旗が
出ている時は気軽に寄って
下さい。

佐渡市社協だより
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【相川地区】
日　時：5月19日（金）
　　　 11：00～16：00

場　所：福祉センターあいかわ

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
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  7日(日)・23日(火) 13:00～
16:00

両津福祉センター
しゃくなげ

相　川 10日(水) 　9:00～
12:00 あいかわ開発総合センター

金　井 10日(水) 13:00～
16:00 金井コミュニティセンター

畑　野 25日(木) 　9:00～
12:00 畑野農村環境改善センター

羽　茂 17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）

5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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かんがえて応募！脳トレ
コーナー

●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」をプレゼントします。
　社協だよりへのご意見・ご要望などを添えてご応募ください！
●タテとヨコのカギをヒントに、カタカナで言葉を入れてください。A～Fに入る6文字が答えです。

（ヒント　♬どすこい～どすこい）

たて①…輪郭だけ描かれた図や模様や絵に、色をぬる
あそびです。最近は大人もこれで脳トレ。

たて②…佐渡出身の児童文学作家の高田由紀子さん
の作品は相川のこのお寺が舞台です。

たて③…海府の大ザレ、岩首の養老、真野の十郎、猿八
の夕栗といえば佐渡で有名なこれです。

たて④…寄せては返す波の音。潮が満ちるときの騒ぎ
たつ波の音。佐渡ではよく耳にします。

たて⑤…イランの首都で最大の都市。
たて⑥…足袋底の長さの単位。約２．４センチ。ジャイア

ント馬場のキックは１６でした。
たて⑨…広い区域や広い範囲のこと。
たて⑪…昨年秋に襲名した成駒屋の歌舞伎役者８代目中村〇〇〇さん。襲名前は三代目中村橋之助さん。
たて⑫…赤道面から北側の緯度。北朝鮮と韓国の軍事境界線は３８度付近だそうです。
たて⑬…お昼寝のこと。
たて⑭…「桃太郎」や「一休さん」などの楽曲が人気の音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」のボーカ

ルは〇〇アイさん。

よこ①…吹割の滝や老神温泉で有名な群馬県北部にある市。新潟からも近くて旅行にも最適。
よこ⑤…手の届くあたり、手近、自分のそば。割りばしの袋にも御○○○と書いてあります。
よこ⑦…その場その時の状況に応じた、適切な手段や行動。
よこ⑧…生体の一部の組織や細胞が死ぬことや、その状態。血液が供給されなくなった部分や火傷

をした部分などに生じます。
よこ⑩…佐渡保育専門学校は、佐渡のここにあります。金井吉井小学校の跡地です。
よこ⑭…金属でできた貨幣。
よこ⑮…ことわざで、○○が身を食う。遊びの道に通じた粋人は、はまりすぎて最後は身を滅ぼして

しまいますよ！気を付けて！	
よこ⑯…佐渡にもあちこちであります。１００円玉数枚で玄米が白米に。

【前回の答え】
　122号の脳トレ（まちがいさがし）の答え
①時計の時刻	 ②一番左の女の子の靴下
③左から2番目の女の子のリボン（ネクタイ）
④左から3番目の女の子の髪留め
⑤学校門のレンガの線
　ご応募くださった皆さま、ありがとうございました。

答え A B C D E F

タ
テ
の
カ
ギ

ヨ
コ
の
カ
ギ

【応募方法】
　ハガキにクロスワードパズルの答えの他、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…5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。

〒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

・クロスワードパズルの答え・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

宛先

記載
内容

① ② ③ ④ ⑤ ⑥B

⑦ C

⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫ E ⑬

⑭ F ⑮A

⑯ D

佐渡市社協だより
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佐渡市社協だより

★酉年の皆さんの趣味や楽しみ、健康の秘訣を教えます★
★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。

とり年さん

　毎日、早寝早起きして、起きてすぐに煎茶を飲んで、
１日が始まります。２人とも元気でいるので、田んぼは
縮小し、お米や野菜を子供たちに贈ってやるのを楽し
みに農作業をやっています。２人暮らしなのでけんか
もしますが、いつも笑顔で体を動かしていることが元
気の秘訣です。

杉
すぎ

本
もと

ナツヱさん 杉
すぎ

本
もと

　茂
しげ

夫
お

さん
（新穂地区　新穂大野）　昭和８年生まれ 　２０代の頃から大正琴を続けており、月1回くらい

練習して、年に３～４回、発表会に出ています。最近
は、これまでの趣味を続けることが難しくなってきて
いますが、大正琴だけは続けることができています。
　また、友達と月１回、午前中から出かけてお昼を食
べて、夕方までお話しをすることが好きで楽しみに
なっています。

鶴
つる

間
ま

　美
み

代
よ

さん
（赤泊地区　三川）
昭和８年生まれ

【栄養士より一言】
　ひらひらして喉に張り付きやすい小松菜は、なめたけで和えること
でまとまり、飲み込みやすくなりますよ。

【材　料】（２人前）
　小松菜…………… ６０ｇ
　人参……………… １０ｇ
　なめたけ	………… ２０ｇ

【1人分の栄養価】
　エネルギー	…… １５ｋｃａｌ
　カルシウム	…… ５３ｍｇ
　たんぱく質	…… ０．９ｇ

　食塩…………… ０．４ｇ
　脂質…………… ０．１ｇ小松菜なめたけ和え

【ひとくちメモ：小松菜】
　寒さに強い緑黄色野菜の一つで、ビタミンＡや鉄分
が豊富です。とりわけカルシウムの含有量はほうれん
草の4倍！骨粗しょう症や貧血予防にたっぷり食べたい
野菜です。

【作り方】
①小松菜を軟らかく茹で、１．５㎝の長さに切る。
※葉先の部分はひらひらして喉に張り付きやすいので、
繊維に沿ってもう一度切る。

②人参を短めの千切りにして茹でる。
③ボウルに①、②、なめたけを入れて混ぜ合わせたら出来
上がり


