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　戸倉児童館より　地域のボランティアの方々から、昔懐かしい遊びである「お手玉」や「あやとり」の「コツ」を「伝授」され、少
し戸惑いながらも一緒に楽しみました。2月１２日開催されます千曲市社会福祉大会（詳しくは２Ｐに）では、市内児童館・児童セ
ンターの児童がオープニングセレモニーに出演します。

　戸倉児童館より　地域のボランティアの方々から、昔懐かしい遊びである「お手玉」や「あやとり」の「コツ」を「伝授」され、少
し戸惑いながらも一緒に楽しみました。2月１２日開催されます千曲市社会福祉大会（詳しくは２Ｐに）では、市内児童館・児童セ
ンターの児童がオープニングセレモニーに出演します。
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みなさまの温かい善意に感謝申し上げます。ありがとうございました。
※募金は各庁舎・公民館・観光会館・ふれあい福祉センター更埴・ふれあい福祉センター上山田・戸倉地域福祉センター等で
　3月30日まで受け付けておりますので、引き続きご協力よろしくお願い致します。
※義援金は中央共同募金会より被災地に配分されます。義援金の配分先につきましては、中央共同募金会
　(http://www.akaihane.or.jp)のホームページでご覧いただけます。

東日本大震災　　義援金総額・・・・・・・・27,110,556円
長野県北部地震　義援金総額・・・・・・・・・・・・408,312円

第4回 千曲市社会福祉大会第4回 千曲市社会福祉大会

義援金の報告
千曲市民の皆様からお寄せいただきました義援金を中央共同募金会及び栄村へ送金させていただきました。

（Ｈ24.1.23現在）

27,518,868円

日　　時 ２月１２日（日）　
午後1時～　オープニングセレモニー
児童館・児童センタ－の児童による合唱発表があります。

午後1時20分～　式　典

会　　場 千曲市更埴文化会館　あんずホ－ル
（入場無料）

内　　容 ○表　　彰
○活動発表
（１）SCI事務所日本支部　ダビデ・ロビンズさん
 東日本大震災におけるボランティア活動を発表していただきます。

（２）ワンライフプロジェクト　小池　啓子さん
 たったひとつの命だから・・
 このあと、あなたならどんな言葉をつなげますか?

　　
○講演・実技
　講師　（株）日輪　フィットネスサポートセンター　三浦　弘さん
　「脳のメモを広げよう　脳トレで心も体も健康に」をテ－マに・・
　座って話を聞くだけの講演ではなく、講師と会場が一体となり、

　真面目な話あり、体を動かす実技あり。
　「ためになる、スッキリする・・」
　評判の講師を迎え一緒に楽しく時間を過ごしましょう。

　※市内福祉施設の出店もあります。

いつも
楽しい笑いを
届けてくれます

「僕と妻の1778の物語」

多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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身近な地域福祉の拠点
支部活動を紹介します
身近な地域福祉の拠点
支部活動を紹介します

　１月１１日、戸倉温泉公民館にて恒例の「ぬくもり昼食会」が盛会に開催されました。
　戸倉地域の一人暮らしの高齢者の方々を対象に見守りや交流の場を目的に各地区の公民館を会場に開
催していて、毎回約４０名の参加者がありとてもにぎやかです。
　今回はボランティアグループ「とんから輪」を招き、新春にふさわしい楽しい歌と踊りでおなかをかかえ
て初笑いをし、おいしいお寿司を囲んでおしゃべりに花がさきました。地域にいてもなかなかご近所との
交流が少ないため、人とお話しをすることの嬉しさ、大切さも浮き彫りになり、人とのつながりとあたたか
さを堪能したひとときになりました。

倉科支部長　町田　勲
　昨年11月8日、支部事業の一環として標題の交流会を
「メリーランド白鳥園」で開催しました。参加者は、該当者
15名、来賓・関係者8名、アトラクション（日本舞踊・マ
ジック・三味線）のボランティアグループ12名を含め、35
名規模の交流会でした。
　この事業は、高齢化率が32.2％と非常に高い倉科地区
にあり、増え続ける「一人暮らし高齢者」・「在宅介護者」
の寂廖感とご苦労を少しでも癒す手助けになれば、との思
いで民生委員やあけぼの会の協力をいただき、毎年行って
いるものです。
　今後の課題は、在宅介護者が安心して交流会に参加で
きるための、よりきめ細やかなフォローや少ない男性の参
加をどう増やしていくか・・・などにあります。
　これらの課題をすこしづつ解決しながら、支部活動の充
実を図っていきたいと思います。

新春を楽しい笑いとお寿司で迎えました。社協 戸倉支部

「一人暮らし高齢者・在宅介護者」
交流会より

社協 倉科支部

いつも
楽しい笑いを
届けてくれます

いつも
楽しい笑いを
届けてくれます

いつも
楽しい笑いを
届けてくれます

社協戸倉・更級・五加・上山田・上山田温泉支部主催事業

草彅　　剛　　竹内　結子　　谷原　章介　　吉瀬美智子
陰山　　泰　　小日向文世　　浅野　和之　　 佐々木すみ江
大杉　　漣　　風吹ジュン

　愛する人の余命は1年―
その時あなたは何ができますか？

キャスト

日　　時

開　　場

開　　演

会　　場

料　　金

お問合せ

２月２５日㈯

午後1時30分～

午後2時

戸倉創造館
大ホール
無　料
（定員300名）

ふれあい福祉センター上山田
TEL.026-276-2687

「僕と妻の1778の物語」「僕と妻の1778の物語」

※当日体調がすぐれない方は
　ご遠慮ください
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　「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガンに平成２３年１０月１日から全国で行われました赤い羽根共同募
金運動は、地域の皆様の温かいお気持ちと多大なるお力添えにより１２月３１日をもちまして無事終了いたしま
した。募金運動へのご協力に対し厚く御礼申し上げます。
　皆様からお寄せいただいた募金は、市内福祉団体、一人暮らし高齢者や体の不自由な方など様々な手助けを
必要とする方の支援等の福祉活動や県内民間福祉施設の修繕・備品設備、防災、防犯啓発・事業など安心・
安全なまちづくり活動を支援するため大切に使わせていただきます。
　また、大規模災害が起こった際の備えとして長野県共同募金会では、募金の一部を「災害等準備金」として積
み立てて大規模災害時には「ボランティアセンター」の設置や運営、災害ボランティア活動支援など、被災地を
応援するために活かされています。
※募金期間中には、地域の皆様から赤い羽根共同募金に対する貴重なご意見等をお寄せいただきありがとうご
ざいました。
　お寄せ頂きましたご意見は、今後のより良い共同募金活動実施のために役立ててまいります。

赤い羽根共同募金
総額１８，４７２，４６３円

ご協力いただいた皆様と募金の内訳（敬称略）

戸別募金

１７，２１４世帯 １６，４１６，５５６円

職域募金

千曲建設事務所／八十二銀行屋代支店／㈳更埴
地域シルバー人材センター／千曲商工会議所／
日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱／エムケー精工㈱／フレックス
･ジャパン㈱／杏寿荘／日本デルモンテ㈱／千曲
中央病院／千曲衛生センター／稲荷山医療福祉
センター／長野電子工業㈱／花王ロジスティク
ス㈱／千曲市役所／千曲市社会福祉協議会

１６件 １６９，４２２円

募金箱協力店

宮本商店(若宮)・玉城商店(稲荷山)

2件 ２，７６４円

募金型自動販売機

市役所更埴庁舎ロビー・更埴老人福祉センター

2台 ５５，７５０円

法人募金

７５６社 １，６１８，５００円

学校募金

埴生小学校／東小学校／治田小学校／八幡小学
校／五加小学校／戸倉小学校／更級小学校／上
山田小学校／更埴西中学校／埴生中学校／屋代
中学校／屋代南高校

１２校 １５１，２４５円

イベント・募金箱・他

屋代児童センター運動会／更埴地区老人大学／
姨捨サービスエリア／更埴老人福祉センター／
ふれあい福祉センター上山田／戸倉地域福祉セ
ンター／更埴文化会館／市役所更埴庁舎／市役
所戸倉庁舎／個人募金／通帳利息

１１件 １６，４５４円

団体募金

八十二銀行ボランティアクラブ／千曲市連合婦
人会

2件 ４１，７７２円

ご協力ありがとうございました
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皆様からいただいた募金は次のような事業に配分され使わせていただきます。

http://www.akaihane.or.jphttp://www.akaihane.or.jp 赤い羽根 検　索検　索

また、共同募金の使いみちにつきましては、インターネット赤い羽根データベース
「はねっと」www.akaihane.or.jpに詳しい情報が掲載されておりますので、ご覧下さい。

支部社協事業活動
介護予防と健康づくり教室

高齢者の生活支援
会食サービス

児童・青少年の福祉活動
おしゃべりうさぎさんのお話タイム＆杏の里冒険ランド

福祉育成･援護・組織化活動
在宅介護者のつどい

支部社協事業活動
子どもワクワク健康教室

障がい児(者)スポーツ支援
軽スポーツ大会

高齢者の生活支援

障がい児・者自立支援

一人暮らし高齢者や高齢者世帯へのふれあい訪問事業、ふれあいサロン活動助成、
老人クラブ活動助成等

障がい児・者団体等への活動助成等

児童・青少年の福祉活動 子育て支援事業、小・中・高学校等の福祉活動への支援

福祉育成･援護・組織化活動
住民支え合い活動事業、ボランティア団体の育成、社会福祉大会、
ふれあい広場、社協だよりの発行等

事業名 内容

支部社協事業活動 支部社協事業へ助成（１２支部）(子ども教室、在宅介護者の集い、敬老喜寿祝交流会等）



NO.48 社協だより 6平成24年2月

得意技発表会

　各種の活動を通じて、高齢者としての教養を深め、
お互いの仲間づくり、人間性豊かな生きがいのある生
活をおくるため、更埴地区老人大学を開校します。

　概ね60歳以上の県内在住者で学習意欲が旺盛で
あり、積極的に社会参加を目指す方を募集します。

「更埴地区老人大学」及び
「長野県シニア大学」学生の募集

●入学資格 千曲市に居住する概ね60歳以上で
 学習意欲のある方
●募集人員 122名
●学習期間 ４月～平成25年2月（全17回で1日4時間）
●学習内容 講演及び実践講座（書道・水墨・絵手紙・歌謡）、
 野外研修等
●授 業 料 年額　5,000円　（他に教材費等）
●募集期間 2月13日（月）～3月5日（月）
●入学決定・入学式予定
 入学決定者には3月下旬に入学通知書を送付
 入学式は4月20日（金）の予定
●問い合せ・申し込み
 更埴老人福祉センター  ☎026-274-1696
 市役所戸倉庁舎介護保険課 ☎026-275-0004
 更 埴 庁 舎 健 康 福 祉 課 ☎026-273-1111
 上山田庁舎市民窓口課 ☎026-275-1050

●授 業 料 8,500円
●募集期間 2月1日（水）～2月29日（水）
●入学願書 市役所介護保険課に備えてあります。
 （☎026-275-0004）
●問い合せ
　長野県シニア大学本部 ☎026-226-3741
　長野保健福祉事務所 ☎026-228-7023

児
童
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だ
よ
り
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更埴地区老人大学 長野県シニア大学
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「地域の中で生きがいを見つけたい…でも何からはじめればいいのか？」そんな想いを抱
いている中高年男性の方は必見です！地域の福祉施設であなたの作ったラーメンを利用者
の方たちに振る舞ってみませんか。ボランティア初心者の男性も大歓迎です。講師はあの
信州ラーメン職人の塚田兼司氏。プロ顔負けのラーメンづくりが学べます！　是非この機会
に、ラーメンづくりを自分のものにしてみませんか。

ボランティア・市民活動・地域活動グループなどが、日頃の活動をお
互いに情報交換ができる「ボランティアの集い」を開催します。

長野県ラーメン界におけるカリスマとして、イベントプロ
デュース(長野東急ラーメンファンタジスタ・信州麺バト
ル・信越麺戦記等多数)に関わるなど「食」を通じた街おこ
しに精通。長野のラーメンシーンを牽引し続けている。

他の団体はどんな活動をしているの
か」等、興味のある方・他団体と交流
したい方にオススメです。

講師：有限会社 BOND OF HEARTS
 (ボンドオブハーツ)
 代表 塚田　兼司氏

※内容の詳細につきましては千曲市ボランティアセンター（☎026-272-0252）へお問い合わせください。

参加者募集 !参加者募集 !

ボランティアのつどい

日　　時　　2月25日（土）　9：00～16：00

場　　所　　長野市東部文化ホール

参 加 費　　無　料

申し込み　　不　要　（チラシはふれあい福祉センター更埴・上山田にあります）

主　　催　 ボランティアのつどい実行委員会
 （長野ブロックのボランティアの
 皆さんが集まります。）

お問い合わせ・申し込み

千曲市社会福祉協議会　ふれあい福祉センター上山田　☎026－276－2687

～ラーメンからつながる 出会い ふれあい まちづくり～
麺ずクッキングボランティア養成講座
メンズ
MEN’S

第１回
2月28日(火)
10：00～13：00

●「ラーメンづくりの基本。ラーメンの醤油ダレ・ダシの取り方、麺の湯切りの技術を
　学ぶ(ラーメン実食有り)」

内　　容日　　時

第2回
3月6日(火)
10：00～13：00

●「ラーメンのトッピング調理に挑戦！美味しいチャーシュー、メンマ、煮たまごづくり
　(ラーメン実食有り)」
●第３回のボランティア実習前に、「ボランティアに関する基礎的理論・留意点等」を
　学ぶ。

第３回
3月13日(火)
10：00～15：30

●「出前ラーメンボランティア実習。
　地域の福祉施設“ケアハウスちくま”でラーメンを振る舞い、交流を楽しみましょう」
●まとめ・交流会「講座の反省会・座談会」

■対　　象 ●市内在住のおおむね５０歳代、６０歳代の男性
 ●地域での生きがいづくり・居場所づくりに関心のある千曲市市民　
■募集人数 ２０名　※先着順
■参 加 費 １，５００円(全３回実習費、資料代、ボランティア行事保険代込) 
■持 ち 物 全課程　エプロン　三角きん　マスク
■会　　場 第１回・２回：戸倉創造館調理室　千曲市戸倉2305－1
 第３回：ケアハウスちくま　　　　千曲市戸倉2440-1
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ひとり
で悩ま

ず

まずは
相談

各相談の予約･問合せ先 千曲市社会福祉協議会 ☎272-0252

相談日のご案内相談日のご案内相談日のご案内相談日のご案内

心配ごと相談
誰にも相談できないこと、困りごと等何でも・・
秘密は固く守ります。遠慮なくご相談ください。
希望される方は、いずれかの会場へ直接お越しください。

〇ふれあい福祉センタ－更埴
午後1時30分～4時

２月８日（水）

法律相談
完全予約制ですので希望される方は、事前にお申し込みください。

〇ふれあい福祉センタ－更埴
午後1時30分～4時30分
2月2日(木)・3月1日(木)

〇ふれあい福祉センタ－上山田
午後1時30分～4時30分
2月16日(木)・3月15日(木)

要予約 TEL 272-0252

結婚相談

〇更埴文化会館 (あんずホ－ル　2階小会議室)　   
午前9時～12時
2月19日(日)・3月3日(土)

※新規登録の受付は、千曲市社会福祉協議会で平日午前 9 時～午後4時 30 分の間で受付します。
　（必ず、ご本人がお越し下さい。）

完全予約制ですので希望される方は、事前にお申し込みください。

〇戸倉創造館　2階　創作室
午前9時～12時
2月4日(土)・3月11日(日)

〇ふれあい福祉センタ－上山田
午後1時30分～4時
3月14日(水)

２月～３月

千曲市社会福祉協議会 臨時・パート職員募集

●募集職種と採用予定人数
①チューリップの家　支援員（パート職員）　１名
②地域活動支援センターピュアハートちくま
　指導員（臨時職員）   ２名

●応募資格
①支援員　精神障害者に対して理解がある方や、菓子製造
　　　　又は喫茶経験のある方

②指導員　精神障害者に対して理解のある方

●勤務条件
 ①１日８時間程度・月１０日以内勤務　　時給８４０円
　②１日７時間程度・月２０日以内勤務　　時給８４０円

●申込み
　ご希望の方は、２月２０日（月）までに応募希望職種明記の
うえ、履歴書を千曲市精神障害者通所授産施設へ持参ま
たは郵送してください。

●面接日
 ２月下旬
　（書類選考のうえ、面接日をご連絡します）

●採用年月日
 ４月１日
＜問合せ・申込先＞
 〒387-0011千曲市杭瀬下四丁目181番地 
　千曲市精神障害者通所授産施設チューリップの家
　電話：026-274-0853　　有線　埴生4470
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あたたかい善意
ありがとうございました
あたたかい善意
ありがとうございました
平成２３年１１月４日～平成２４年１月１０日分

善意銀行（物品の寄付） 
前田　悦子 様 書き損じはがき ２２６枚
千曲市森将軍塚古墳館 様 もち米５０㎏
長野県退職公務員連盟埴科支部女性部 様 
 タオル１００枚
屋代南高等学校ライフデザイン科 様 
 らくらくねまき１６着
千曲市連合婦人会 様 手拭きタオル５６枚
竹内　俊輔 様 毛布３枚
デイリーはやしや㈱千曲事業所 様 
 クリスマスケーキ １０個
匿名 様 贈答用りんご１０㎏

地域福祉振興基金      
（宗）宇宙真理学会 様（３口） ２２，８５１円
萩野　貞幸 様 １００，０００円
東和会  様 １０，０００円
杭瀬下楽友会 様  ２８，１５１円
若林慶作 様 ６，７７０円
長野県マレットゴルフ連盟チャリティー大会 様
 １００，０００円

社協だよりに掲載の講座等につきましては、感染症の発生等不測の事態が発生した場合は、中止または延期をすることがありますのでご了承ください。


