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この夏、金泉小学校へ通う子どもたち（１年生～６年生）を対象に、長期休みを利用
した「子どもの居場所づくり」を開催しました。
「おはようございます…。」少し恥ずかしそうな子どもたちと、緊張した面持ちのボラ
ンティアの挨拶で始まった一日。勉強や工作の時間はボランティアの方に、お昼ご飯は
地域の健康推進員の方にご協力をいただきました。
今年の夏の暑さに負けない元気いっぱいの子どもたちに圧倒されつつ、最後は笑顔で

「さようなら！」と帰って行く姿を見送り、充実した一日を終えることができました。

ボランちゃ

かわら版
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今年の夏は早い時期から暑い日が続きましたね。
全国的にも30 年に一度の酷暑となり、その暑さは
「災害レベル」とまで言われました。また、佐渡で
は晴天が続き、水不足が心配されましたが、一方
で西日本は記録的な豪雨となり、河川の氾濫や土
砂崩れなどによって大きな被害がもたらされました。
このような災害が発生すると、被災された方 を々
支援するため、被災地へ寄付金を届ける活動が活
発に行われます。皆さんも街頭募金活動や、店頭
に設置された募金箱を見かけたことがあるのではな
いでしょうか。社協も共同募金会の窓口として、活
動のお手伝いをしています。
ところで、この寄付金には「義援金」と「支援
金」があるのをご存知ですか？二つの寄付金の違
いを右の表にまとめてみました。
こうして比べてみると、災害が発生した直後に

「この災害から1人でも多くの人を救う手助けがし
たい！」という想いを届けるのであれば「支援金」、
状況がある程度落ち着いて復興の目途が立った時
期に「被災された方々の力になりたい！」という想い
で寄付をするのであれば「義援金」がふさわしい
でしょうか。二つの違いを知り、自分の寄付が誰に
届き、どのように使われるのかを意識することで、皆
さんの被災地を想う気持ちがより活かされることと思
います。
「災害なんて起こらないでほしい」というのが切な
る願いではありますが、万が一の時にこそ助け合っ

て、困難を乗り越えられる地域でありたいですね。
そのためにも、普段から声を掛け合い、支え合える
地域づくりをみんなで一緒にすすめていきましょう。

　「義援金」は、実は“当て字”です。本来は「義捐金」と書きますが、「捐」が常用漢字ではないため、
新聞やテレビなどでは支援の意味から代用して「義援金」と表記されているので
す。また、「捐」には「捨てる」という意味があり、このことから「援」を好む人が多
いようですが、「義捐金」での「捨てる」には、「私財を投げ捨てて人助けをする」
という意味があるそうですよ。

マメ豆知識

義援金 支援金

目　的 被災者への
直接的な支援

被災地で活動を
行う法人や団体
への支援

寄付先
日本赤十字社・
共同募金会・
テレビ局など

共同募金会・
各支援団体

使い道

被災地の自治体
を通じて公平・
平等に配分さ
れ、被災者にお
見舞金として渡
される。

用途は各支援団
体が決めるが、
主に被災地での
救命活動や、イ
ンフラ整備など
の復旧活動に使
われる。

特　徴

自治体も被災し
ている場合が多
く、混乱の中で
の配分作業には
かなりの時間が
かかる。

被災者の声に対
応して柔軟に寄
付金を使用する
ため、すぐに活
用される。

～義援金と支援金～

ご存知で
すか？

たすけあいの 豆 知識

援 捐と
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2



3

ボランちゃコーナー

3

どんどん☆ボランちゃ
　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



佐渡市共同募金委員会からの
お知らせとお願い

　10月1日から12月31日までの3ヶ月、赤い羽根共同募金運動を実施します。
　この運動は社会福祉事業を支援するための募金と
して社会福祉事業法に位置づけられ、地域の皆さま
のご理解とご協力のもと、70年以上にわたって実施
しているものです。今年も社会福祉の充実のため、
ご協力くださいますようお願い申し上げます。
※詳細については各戸配布のチラシにてお知ら
せいたします。

　歳末たすけあい事業は、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にお手
伝いをさせていただくものです。また、その財源は、共同募金会が赤い羽根共同募金運動の一
環として実施する「歳末たすけあい運動」に寄せられた、地域の皆さまからの募金です。
　今年度は下記の内容で実施します。詳しくは、お近くの社協各支所、または地域センター
までお問い合わせください。

★お願い★　利用要件の確認のため、各種手帳の提示や生活状況の確認を求める場合があります。
ご協力をお願いいたします。

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

②80歳以上の高齢者のみの世帯

③80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13年4月1日以前に生まれた方）

④療育手帳Ａ・Ｂ所持者

⑤身体障害者手帳「視覚障害1種（1～4級）」所持者

⑥身体障害者手帳「聴覚障害1種（2～3級）」所持者

⑦精神障害者保健福祉手帳所持者

⑧要介護4・5の認定者

⑨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

●干支飾り・そばセットの
お届け

●歳末たすけあい弁当の
お届け

●出張理容サービス
（「利用できる方」の⑧・⑨
の方が対象となります）

歳末たすけあい事業の
お知らせ

佐渡市社協だより
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今回は島内の学
校の児童・生徒が

取り組む

ボランティア活動
について紹介しま

す！

平成30年9月25日発行
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ボランティアの取り組み

「カフェ＃はっしゅたぐ」
◆具体的な活動内容は？
　島内のおしゃれなカフェを
１ヶ所に集めて紹介し、地元の
方に佐渡の魅力を再発見して
もらおうという活動です。５月
６日（日）のイベント当日はあい
ぽーと佐渡を会場に、島内のカ
フェ４店舗が出展し、共同販売
をしました。生徒自身もお店と
コラボしたオリジナルラテアートの販売や、募金を集
めて作成したパンフレット（両津近辺のカフェのお勧
めメニューを紹介した物）の配布をしました。

◆活動のやりがいは？
　佐渡のおいしいお店や良いところを知ってもらい、
佐渡を今より好きになってもらうことが出来たこと
です。

◆活動を通して 
　学んだこと・得たことは？

　自分のためでなく、佐渡のため・お客さんのためにイベ
ントを企画するのは、とても気持ちが良いと気付けたこと。
いろんな人の協力があって実現できたことなので、常に
感謝の気持ちを忘れずに活動をしたいと思ったことです。

◆今後の活動について
　１１月１１日（日）あいぽーと佐渡で２回目のイベン
トを実施予定です。今回も多くのカフェにご協力い
ただく予定ですので皆さんお越し下さい。また、１２月
２日（日）には後輩チームが佐渡の食材を使用したス
イーツを提供す
るイベントも実
施します。こちら
の方にもぜひお
越し下さい！

◆いつからこの活動を始めましたか？
　この活動は八幡・銀杏の会と合同で平成１５年か
ら取り組みを始めました。一昔前、八幡では特産品
であるチューリップをたくさん生産していましたが、
年々生産量
が減少してい
ました。再び
八幡の町を
チューリップ
で盛り上げよ
うという気持
ちから、この
活動が始まり
ました。

◆具体的な活動内容は？
　毎年１１月の第２日曜日に、プランターにチューリッ

プの球根約２万個を植え、国道沿い
や近くの施設の前に飾っていただ
いています。

◆活動のやりがいは？
　八幡地区の人はもちろん、八幡地区以外の人にも、
「チューリップの花きれいだね」と言ってもらえるこ
とです。また、島外から来た観光客の方に喜んでもら
えるのも活動のやりがいにつながっています。

◆今後の活動について
　これからもこの活動
を続けていきたいと考
えています。また、チュー
リップ以外の特産品
（八幡いも等）のＰＲも
出来たらなと思ってい
ます。

ラテアート作りの様子

実際に販売された商品

チューリップの球根植え

佐渡中等教育学校新潟県立

「チューリップ大作戦」 八幡小学校佐渡市立

国道沿いのチューリップ

　島内では様々なボランティア活動をしている方がいます。その中でも今回は島内の学校の
児童・生徒の取り組みについて紹介します！
　数ある取り組みの内の一部ではありますが、皆さんにご紹介したいと思います。
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◆いつからこの活動を始めましたか？
　相川の活性化に向けて生徒にできることがないか
を考え、平成18年度から相川の町中（旧佐渡会館前
から京町通まで）ガイド活動を始めました。

◆具体的な活動内容は？
　佐渡奉行所を発着点と
して、北沢浮遊選鉱場跡、
京町通など、金山と共に
発展してきた施設や町並
みを紹介しています。
　ガイドは２人１組で行い、
パネル等も使って説明し
ています。

◆活動のやりがいは？
　ガイドが終わった後に「ありがと
う」や「お疲れ様」等の言葉をいただけることです。
お客様の喜ぶ様子を見れることが、ガイドをやってい
て１番うれしいことです。

◆活動を通して学んだこと・得たことは？
　地元のことをたくさん知ることができたり、また人
前に出て話す力が身に付いたりしたことです。

◆今後の活動について
　今年も多くの方から利用していただきました。来年
以降も、利用者に喜ばれ、生徒にとっても得るものの
多い活動になるよう取り組んでいきたいと思います。

北沢浮遊選鉱場での
ガイドの様子

「宿根木観光ボランティアガイド」 南佐渡中学校佐渡市立

「まつさきの里訪問」 松ヶ崎小学校佐渡市立

「ガイドレンジャー」 相川中学校佐渡市立

◆具体的な活動内容は？
　全校児童でまつさきの里
を訪問し、施設の方と交流し
ています。具体的な活動とし
ては、児童が校歌を歌ったり、
入所者の方と一緒にレクリエーションをしたりします。
最後には感謝の気持ちを込めて施設の掃除をします。

◆この活動の良さは？
　小学校とまつさきの里は近い場所に位置している
ため、児童と施設の方も顔見知りの方が多く、交流が
しやすいところです。

◆活動を通して 
　学んだこと・得たことは？

　自分から進んで仕事を見つけて取り組み、積極的
に関わろうとする気持ちが出てきたことです。

◆今後の活動について
　これからも訪問活動を続け
たいと考えています。施設の方
と児童が触れ合える場はなか
なか無いので、これからもこの
活動を続けていきたいと思い
ます。

すごろくゲームの様子

奉仕活動の様子

◆いつからこの活動を始めましたか？
　平成１６年、統合前の小木中学校でスタートしました。
総合学習の一環で始まり、今年で１５年目になります。

◆具体的な活動内容は？
　平成２６年、南佐渡中学校創設時からは、夏休み限定
で、参加自由の部活動として行っています。夏休み中の
土曜日と日曜日、１０時～１５時半頃まで、宿根木を訪れ
る観光客の方々に対して観光ガイドを行っています。学
校作成のガイドブックを読んだり、パンフレットを見せた
りしながら、町並みの特徴や魅力を説明して回ります。

◆活動のやりがいは？
　毎年、５００～６００名程度の観光客の方々を案内しま

す。宿根木という地域（ひいてはふ
るさと佐渡）に貢献していること、観
光客の方々に喜んでもらえることがや
りがいにつながっています。

◆活動を通して学んだこと・得たことは？
　様々な年齢・地域の方と出会え、宿根木という観光地
をとおして会話する機会が得られること。故郷への愛着
心と誇りを持つことができることです。

◆今後の活動について
　生徒数の減少によって、今までと
同数の多数の方々を案内して回る
ことが難しくなりますが、工夫しな
がら継続していきたいと思います。 ガイドの様子
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ボランティア求人情報 主に次のボランティアを募集しています。
詳細についてはお問い合わせください。

　活動してみたいという方は、各地区のボラン
ティアステーションにお問い合わせください。
移送サービス…両津・相川・小木・羽茂・赤泊地区
配食サービス…両津・畑野・真野・小木・羽茂・赤泊地区
ごむしんネット…両津・相川・新穂地区
おはようコール…両津・相川・真野・赤泊地区
施 設…佐和田・金井・真野地区

ステーション名 電　話 ステーション名 電　話
両津ボランティアステーション ℡23－5500 真野ボランティアステーション ℡55－4012
相川ボランティアステーション ℡74―0055 小木ボランティアステーション ℡86－3838
佐和田ボランティアステーション ℡57－8141 羽茂ボランティアステーション ℡88－3838
金井ボランティアステーション ℡63－6200 赤泊ボランティアステーション ℡87－3370
新穂ボランティアステーション ℡22－3300 佐 渡 市ボランティアセンター ℡81―1155
畑野ボランティアステーション ℡81－1620

※ボランティアステーションは社協の支所および地域センターに設置されています。地区のボランティア窓口としてご活用ください。

ボランティアに関するお問い合わせは、ボランティアセンターまたは、各ボランティアステーションまでお願いいたします！

ごむしんネット

施　　設

配食サービス

イベント

移送サービス

おはようコール

　単独で移動することが困難な方
の病院への通院、入退院等の送迎
を行うボランティアです。

　一人暮らし高齢者等のご自宅
へ、定期的な電話による安否確認
等を行うボランティアです。

　一人暮らし高齢者等のご自宅
にお弁当をお届けし、安否確認を
行うボランティアです。

　主に福祉関係のイベントや行事でス
タッフとして活動するボランティアです。
(街頭募金、高齢者スポーツ大会など)

　日常生活のちょっとした困りごと
などをお手伝いするボランティア
です。(買い物・ゴミ出しなど)

　デイサービスセンターなどでの
余興や、介助のお手伝いなどをす
るボランティアです。

　島内の企業や事業所、集落等を対象に、
福祉やボランティアの出張講座を行い
ます。高齢者疑似体験や認知症講座など
要望に合わせて実施します。
　ちょっとした勉強会や職員研修などの
機会に是非ご活用く
ださい。
　お問い合わせをお
待ちしております。

ふくボラ講座について 次の地区では
ボランティアが
不足しています。
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い き い き つ う し ん
　島内各地の「いきいきサロン」や「地域の茶の間」にお伺いして、地域の皆さんの活動の様子を
お伝えします！

★開 催 日　毎月２～３回

★会 場　まっさき茶屋（民家）

★時 　 　 間　９：３０～１１：３０

★参 加 費　２００円

　定年退職をされた方の「地域の為に何が

できるか？」という思いから立ち上がり、今年

で9年目を迎えた「まっさき茶屋」に行ってき

ました。

　この日の内容はレクリエーションの輪投げ

でした。投げる位置から台までの距離“2m50

㎝”をしっかり計るなど、レクとは言え本格的

です。スタッフが輪投げのコツを参加者に伝

えて練習を一回。さあ本番！バッチリ決まる

と拍手や歓声が上がります。時には気持ちと

裏腹に輪が全く違う方向に飛んでいくことも

ありましたが、笑い声や「もう一回！」などの

声が飛び交い、外の暑さに負けないくらい熱気に包まれていました。

　体を動かした後は茶話会。まっさき茶屋では季節に合わ

せて自然を楽しみ、手芸や料理なども行なうそうです。地

域の方々が楽しみな

がら元気になれる、そ

んな「まっさき茶屋」

でした。

まっさき茶屋（畑野地区）

平成30年8月1日～8月31日（受付順）

赤泊商工会女性部様	 5,000円
赤泊商工会青年部様	 5,000円

両津商工会様	 タオル80枚
匿名	 タオル30枚
故仲川正昭様ご家族様	 介護用品多数

私が参加して
きました！
畑野支所

松ヶ崎在宅介護支援センター
本間　里美

あたたかいご寄付をありがとうございます
佐渡市社協だより
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　今年度２回目の子育て支援事業を企画しました。
昔懐かしい「どんぐりゴマ」や「やじろべえ」を親子
で一緒に作ってみませんか？詳細は回覧板でお知
らせします。皆さまのご参加をお待ちしています。
日 　 時：10月14日（日）10：00～11：30
会 　 場：畑野母子健康センター
対 象 者：畑野・松ヶ崎地区の保育園児と
　　　　　保護者の方
参 加 費：保護者１００円、園児無料
問 合 せ：社協畑野支所地域福祉係
　　　　　☎81-1620

家族で楽しもう（畑野支所）
テ ー マ：「広げよう！支えあい、

助けあうまちづくり」
日 　 時：１０月２日（火）13：00～16：00
会 　 場：アミューズメント佐渡
記念講演：「地域に広がる社会的孤立と貧困
　　　　　　－いま私たちにできること－」

講 　 師：藤田　孝典　氏
　　　　　　ＮＰＯ法人
　　　　　　　ほっとプラス
　　　　　　　代表理事

参 加 費：無料
問 合 せ：社協本所総務課　☎81-1155

第 15回佐渡市社会福祉大会

　「今さら聞けない介護のコツ」第2弾を企画して
います。詳細が決まりましたら回覧板でお知らせしま
すので、新しい仲間づくりやボランティア活動のきっ
かけづくりとしてぜひご参加ください。
開催予定：１１月頃
会 　 場：畑野母子健康センター
対 象 者：新穂・畑野・真野地区にお住まいの方
参 加 費：無料
問 合 せ：社協畑野支所地域福祉係
　　　　　☎８１－１６２０

市民きっかけづくり教室（畑野支所）

　成年後見センターでは、認知症などにより判断
能力が不十分な人がご自身の権利や財産を守り、
自分らしく安心して暮らせる地域づくりをめざすた
め、市民を対象に成年後見セミナーを開催します。
皆さまのご参加をお待ちしています。
日 　 時：11月2日（金）10：00～12：00
会 　 場：アミューズメント佐渡
講 　 演：「認知症と成年後見制度
　　　　　　～地域で安心して暮らし続けるために～」
講 　 師：池上・神田法律事務所
　　　　　　弁護士　神田　敬郎　氏
参 加 費：無料（事前申し込みが必要です）
問 合 せ：成年後見センター（社協本所福祉課内）

担当：佐藤・矢本　☎81－1155

成年後見セミナー

　相川支所と佐和田支所でボランティア登録をさ
れている方同士の交流会を計画しました。ボラン
ティア活動の中で感じる“嬉しい気持ち”や“悩め
る気持ち”を、仲間と共有してみませんか？仲間と
のつながりが、今後の活動の原動力にもつながって
いくことと思います。たくさんの方のご参加をお待
ちしています。
日 　 時：10月31日（水）13：30から
会 　 場：佐渡中央会館
対 象 者：相川・金井・佐和田地区で
　　　　　ボランティア活動をしている方
参 加 費：無料
問 合 せ：社協
　　　　　相 川 支 所地域福祉係　☎74-0055
　　　　　佐和田支所地域福祉係　☎57-8141

ボランティア交流会（相川支所・佐和田支所）

ベストセラー
「下流老人」著者



穴埋めクイズ！
　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「手作り小物セット」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！

【前回の答え】
139号の脳トレ
（まちがいさがし）の答え
「E・F・G・H・N」

ご応募くださった皆さま、ありがとうございました。

【応募方法】
　ハガキに問1～問5の答えと必要事項をご記入の上、下記
宛先までお寄せください。（タテ書きでもヨコ書きでもかま
いません。）

締切…10月22日（月）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
・問1～問5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

問1～2は四角の中に漢字1文字を
入れてください。

問3と5は四角の中に数字を、問4は四角の中に
数学記号（＋、－、×、÷のいずれか）を入れてください。

例題 問4例題

問5例題

答え

答え

答え千

取

小 居
7+

7+5

×2=17

2=17

5

×

鳥

公

賀

行甚

構

就

金完

問1 問2 問3

15÷5 1＝4問4

【解き方】

－4×2＝10問5

4× ÷5=16

A D

G

J

N

B

E

H

K

O

C

F

I

M

L

P

佐渡市社協だより
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★自薦・他薦を問わず、元気な戌年の方を
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。

★戌年の皆さんの趣味や楽しみ、健康の秘訣を教えます★

　田んぼや柿畑を息子夫婦に任せてからは、長
ちょう

生
せい

会
かい

（老人クラブ）の集まりに参加したり、野菜を作った
りすることが楽しみになっています。毎年、自分で
育てた大豆で味噌作りもしています。車の免許が
無いので、買い物や柿畑へは歩いて行きます。歩く
ことは苦ではありません。汗をかいて、おいしいご
飯を食べることが健康の秘訣かなと思っています。

　平成4年から大正琴を習っていて、教室や自宅
で毎日練習し、発表会にも参加しています。足腰
に痛いところは無く、常に体を動かすよう心掛け、
寝る前に足をあげてバタバタと動かす運動を毎日
欠かさず行っています。
　畑で野菜を作ったり、家事をしたり、趣味の事を
したりと、毎日やることがたくさんありますが、それ
が元気の源になっていると思い頑張っています。

佐
さ

々
さ

木
き

　久
ひさ

子
こ

さん井
い

藤
とう

　綾
あや

子
こ

さん
（羽茂地区　羽茂小泊）

昭和9年生まれ
（金井地区　中興）
昭和9年生まれ

新穂デイサービスセンター
佐渡市新穂大野1816番地2　☎22-4195

　私たちは、季節に合わせた壁画をご利用者様と一緒に

作成して、施設内に展示しています。また、その壁画を背

景にご利用者様の写真を撮り、誕生月に「誕生日カード」

としてお渡しし、大変喜んでいただいています。

　鬼太鼓

や、芸達

者な地域

の方々が訪問してくださった際には、ご利用者

様の素敵な笑顔が見られます。芸能を披露して

くださる方や、お話好きなボランティアの方を

随時募集していますので、ぜひぜひご連絡くだ

さい。

　これからもご利用者様の笑顔を大切にした

サービスを心がけ、地域になくてはならないデ

イサービスセンターを目指してまいります。

佐渡市社協だより


