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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、清々しく新

春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　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

りありがとうございます。さらに、市民の皆さまからはまだまだ厳しい経済

状況にもかかわらず、社協会員会費や共同募金運動等を通じて地域福祉活動

に参加していただいております。皆さまからの浄財は、社協の重要な財源と

して地域福祉事業推進の大きな支えとなっており、心から感謝申し上げます。

　最近日本列島は、猛烈台風、爆弾低気圧、火山噴火、地震、暴風雨など、

これまでの経験則では対応しがたいことが多発しております。このようなと

きこそ、自分たちの身の回りや地域環境など、普段から身近なところを足固

めしておくことが大切だと思います。

　こうした中、佐渡市社会福祉協議会は、今年も「誰もが安心して暮らすこ

とができる福祉のまちづくり」を基本理念に、各種事業に取り組んでまいり

ます。地域社会における福祉ニーズを的確に把握し、解決に導く地域福祉推

進の中核団体として、高齢者や障がいのある方の在宅福祉サービスの提供、

日常生活自立支援、生活困窮者自立支援、成年後見、各種相談事業をはじめ、

市民主体で活動する各分野の組織・団体と手を携えて地域福祉を推進します。

また、地域づくりの力となるボランティア活動を支援しながら、公的制度と

市民の皆さまのニーズとの狭間を埋める事業などにも取り組んでまいります。

幸いにも佐渡市では、多くの方にボランティアとして活動していただいてお

り、心強く感じると共に大変感謝しております。どうか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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市民後見人養成講座 14名が修了
　昨年7月に開講した「平成27年度佐渡市市民後見人養成講座」の修了式が、11月26日にアミューズメ
ント佐渡で行われました。受講者の皆さんは4ヶ月にわたる基礎講座・実務講座・実地研修を通し、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んできました。
　成年後見制度は財産管理だけでなく、ご本人が“自分らしい生活”を続けていくことができるよう
に、生活、介護、医療、福祉などにおいて契約等の援助をすることも目的としています。
　新たな権利擁護の担い手として、今後の活躍を期待しています！

市民後見人とは？
　専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、
行政書士及び精神保健福祉士）としての資格を有さ
ずに、市民後見人養成講座を修了し、家庭裁判所の
審判を受け、後見人として活動する方のことを言いま
す。社協だより102号（7月25日発行）に特集記事があ
りますので、併せてお読みください。

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました

　昨年10月1日から市内全域で進めてまいりました赤い羽根共同募金運動に、多くの皆さまからご
参加・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。

　募金の一部は歳末たすけあい事業に使用され、高齢の方や障がいをお持ちの方などに気持ちよ
く新年を迎えていただくためのお手伝いに役立てられました。心よりお礼申し上げます。

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 15,650,651円（平成27年12月20日現在）
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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



八幡町自治会「地域の茶の間」
　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。

★開催日時

　歌声クラブ　毎月第 2、第 4土曜日14:00 ～ 16:00

　将棋クラブ　毎週水・土曜日　13:00 ～

　料理教室　　年 9回不定期開催

　「八幡いも」芋煮会　毎年 1月下旬開催

★会　場　八幡町ふれあいセンター、八幡町地区内

★参加費　100 円

★参加状況

　八幡町ふれあいセンターを主な会場として、カラオケや

将棋、料理教室を開催し、地域住民の親睦を深めていま

す。また、住民同士の交流による共助の環境づくりを目指

して活動しています。1月31日(日)には貴重な八幡いもを

使った芋煮会を開催予定です。
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　介護や認知症について講話を聞いたり、一人ひとりの想いや経験を話しながらほのぼのと
過ごしてみませんか？悩みごとなどもお聞きしますので、お気軽にお越しください。お茶やコー
ヒー、お菓子を用意して皆さまをお待ちしています。

両津 相川 国仲 南部

2 月 17日（水） 12日（金） 3日（水） 5日（金） 26日（金） 21日（日） 25日（木）

3 月 16日（水） 11日（金） 2日（水） 4日（金） 25日（金） 20日（日） 24日（木）

内容 カフェ･相談 カフェ･相談 カフェ･相談 カフェ カフェ カフェ カフェ･相談

会場
茶の間
ひまわり
（夷）

ワイドブルー
あいかわ

畑野農村
環境改善
センター

寄り処
あそさん

真野の里
2号館 はもちの里 小木つくし

時間 10時～12時 13時30分～15時30分 10時～12時 13時30分～15時30分

　＊参加費として100円（あそさんは200円）をいただきます。
　＊参加の申し込みは不要です。
　＊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。

◆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・金井地区)
◆佐渡中地域包括支援センター　６６－４６００（新穂・畑野・真野地区）
◆佐渡南地域包括支援センター　８８－３８４４（小木・羽茂・赤泊地区）
◆佐渡市役所高齢福祉課高齢福祉係　６３－３７９０

【佐和田・金井地区】
日　時：2月19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（火）・13日(土)・
23日(火)

13:00～
16:00 両津福祉センター

しゃくなげ
  7日(日) 18:00～

20:00

相 川   3日（水）10日(水)・
16日(火)・22日(月)

　9:00～
12:00 ワイドブルーあいかわ

佐和田 27日(土)
　9:00～
12:00

佐渡中央会館
新　穂   5日(金) 新穂行政サービスセンター
真　野   8日(月) 真野老人福祉センター寿楽荘

羽　茂 10日(水) 13：30～
16：30 羽茂農村環境改善センター

お問い合わせ先



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27年12月1日～12月31日（受付順）

≪相川支所≫
　有限会社　山吾商店様	 掛け時計2個
　相川やまきホテル株式会社様	 タオル149枚
≪両津支所≫
　理容エム　野口　正毅様（加茂歌代）	 10,000円
　両津商工会女性部様	 10,000円
　湊3丁目若葉会様	 20,000円
　月布施福祉会様
	 手作りクリスマスリース1個、手作りクリスマスミニツリー6個
　カンテリーノ両津様	 10,000円、タオル50枚
　伊藤　洋様（秋津）	 紙オムツ他
　勝廣寺聞法会様	 タオル77枚

≪本　　所≫
　（宗）真如苑様	 100,000円
≪佐和田支所≫
　東北電力(株)佐渡営業所有志一同様	 米30㎏
　かない社協まつり実行委員会様	 122,570円
≪畑野支所≫
　真野地区福祉バザー実行委員会様	 242,596円	
　よさこい翔舞様	 5,000円
　匿名	 20,000円、オムツ
≪羽茂支所≫
　つくしふれあいまつり実行委員会
　　委員長　菊地　賢一様	 すべり止めマット　2枚
　古田　久寿弥太様（羽茂村山）	 米10kg

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…2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。

【前回の答え】
　107号のクロスワードパズルの答えは「ロウジンホーム（老人ホーム）」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7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。

回答方法に
注意してね！

●今月は正解者の中から５名の方に、両津地区「チャレンジド立野」様の人気商品、「ビスコッティ」を
プレゼントいたします。今回は新商品の「さつまいも味」が入っています。社協だよりへのご意見・
ご要望などもどんどんお寄せください！

●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	 ・7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

佐渡市社協だより
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★申年の皆さんの趣味や楽しみ、健康の秘訣を教えます★

　この作品はレクリエーションや
空いた時間を利用して、利用者の方
と一緒に壁面に作成したものです。
鯉のぼり・紫陽花・十五夜・クリスマス
など、その月や季節をイメージして
作り上げた作品を玄関に展示してい
ます。各テーブルでの手作業となり、
折り紙のちぎる大きさや貼り方、色
の選択に利用者さんの個性がひかり
ます。
　ぜひ一度ご覧ください。

畑野デイサービスセンター
　やわらぎの里　作品紹介

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！！

　1２月６日、赤泊総合文化会館にて７５歳以上の方を対象にJA
佐渡女性部赤泊支部と合同で「そば集合会食」を開催しまし
た。民生委員をはじめ、多くのボランティアの皆さんからご協力
いただきました。女性部の手打ちそばを、「おかわり！」「こっち
も！」と大勢の方がおかわりをして、満腹、満足で楽しんでいた
だきました。

　趣味は、１３年前から始めた篆
てん

刻
こく

で、精神統
一に良く、夢中になれます。毎月、文化書道展
等に出展していて、賞をいただいたことがあり
ます。元気の秘訣は、毎日欠かさず朝３時に起
きて１８kmジョギングすることです。また、シル
バー人材センターの仕事でマイクロバスを運
転しており、乗車する人と会話をするのが楽し
みで頑張っています。※篆

てん
刻
こく
…石や木の印判を彫ること

　若いころに、いろんなことをたくさんやって
きたことが今糧になっています。現在は自宅の
木々の剪定をやったり、散歩をしたり家の中で
歩いて運動しています。来訪者の方とはたくさ
ん会話をします。毎日の晩酌と好き嫌いなくな
んでもよく食べ眠ること。そして嫌なことは考
えず忘れて、いつも“笑顔”が元気の秘訣
です。

内
ない

藤
とう

　功
いさお

さん柴
しば

山
やま

　茂
しげる

さん
（赤泊地区　徳

とく

和
わ

）
昭和19年生まれ

（新穂地区　新
にい

穂
ぼ

瓜
うりゅうや

生屋）
昭和７年生まれ
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