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赤い羽根共同募金運動にご理解ご協力を！
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甲陵高校の生徒さんにご協力いただき、10月12日長坂駅前にて街頭募金運動を実施しました。
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赤い羽根共同募金運動へのご協力をお願いいたします
今年も厚生労働省の告示により、10月1日から赤い羽根共同募金運動が展開されています。
皆様からお寄せいただく募金は、障がいのある方や高齢者の支援、ボランティア活動支援、子育て支援な
ど、地域で役立てられます。
昨年は、家庭募金、街頭募金、大口・事業所募金、職場募金、特殊募金、地域歳末たすけあい募金など、
北杜市では7,880,321円の募金が集まりました。
今年もこの運動の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

あたたかいご寄付をありがとうございました 令和4年7月～9月

中村三郎 様 30,000円

ふたりのばぁば 様 18,000円

北杜市スポーツ協会
武川支部 舞踊部 様 浴衣29枚

山梨峡北交通㈱
代表取締役 野口正人 様 ポータブル電源

竹端茂雄 様 テレビ（52型）

広く子供たちの生活環境の整備と児童福祉の推進を図るため、地区で管理している
遊具等の整備または新設の整備に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
年度内に整備等を完了出来る事業で、過去に本補助金の交付を受けた場合でも新た
に申請する事ができます。
補 助 の
適 用 範 囲

・遊具等（遊具、ベンチ、フェンス等）の修繕、及び新設に要する経費
・遊具等の整備用原材料（塗料、砂、その他遊具等の保全に必要なもの）の購入に要する経費

補 助 率 事業に要する経費の90％以内（限度額20万円）

申 請 方 法 地区の代表者の方は、申請書・事業計画書・収支予算書を作成の上、見積書（２社以上）を
添付して、社協本所へ提出してください（申請書等必要書類は本所・各支所にあります）。

申 請 期 間 12月23日（金)

募集地区数 原則先着２地区まで

子どもの遊び場整備事業補助金をご活用ください！

相続、事故、近隣トラブル、借金、消費者被害等…お困りではありませんか？
弁護士に無料で相談できる相談会を開催します。
時 間 13：00～16：00（相談時間：１人30分）
定 員 6名（定員になり次第締め切り）※事前予約が必要です。

開 設 日 予約受付開始 会 場
令和5年1月19日（木） 12月 1日（木）

社会福祉協議会 本所2月16日（木） 令和5年1月4日（水）

3月16日（木） 2月1日（水）

無料法律相談開設

申し込み・問い合わせは、地域福祉課 TEL 0551-47-5202

申し込み・問い合わせは、生活支援課 TEL 0551-46-1005
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日常生活自立支援事業
福祉サービス利用や日常的な金銭管理のお手伝いをすることで、地域で安心して生

活が送られるよう、北杜市社会福祉協議会が支援します。

お金のやり
とりや

預金の出し
入れに

自信があり
ません

通帳や印鑑・年金証書の保管が心配です

介護保険な
ど

福祉サービ
スの

利用手続き
が

わかりませ
ん

【支援内容】
☆日常的生活支援サービス
・福祉サービスの利用支援（制度の説明、手続きの援助、申込み同行）
・日常生活に必要な事務手続き援助（住民票の届出等行政手続き、賃借・消費契約）
・定期的な訪問、相談

☆日常的金銭管理サービス
・一定額の預貯金の出し入れ、福祉サービス利用料金・公共料金等の支払い
・日用品の代金の支払い、医療費の支払い
・通帳・印鑑の保管、権利書・年金証書などの書類の保管

【利用できる方】
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等で、判断能力が不十分と認められる方
【利用料金】
支援は有料になりますが、相談は無料です。（生活保護世帯は無料です）
【利用方法】
希望される方の状況を伺いながら面談・調査等を行います。

このようなことで困っていませんか？
お気軽にご相談ください。

問い合わせは、生活支援課 TEL 0551-46-1005

北杜市社会福祉協議会では、食料確保が困難な世帯に、食料を提供する事業を行っています。

何らかの理由で食料にお困りの世帯を対象に、食料を提供し
生活が維持できるよう支援します。
支援期間は最長３ヶ月まで、世帯の人数に応じお米を中心に
麺類やレトルト食品などをお渡しします。
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「聴き方が変わるとコミュニケーションも変わる」をメインテーマとし、「聴く」ことの持つ意味やボラン
ティアとしてできる「傾聴」について学びます。既にボランティア活動をしている方にはスキルアップを、
これからボランティア活動をやってみたい方には一歩前に踏み出せるような内容です。
【開 催 日】 ①11月24日 ②12月 1日 ③12月 8日 ④15日の木曜日 全4回
【時 間】 １０：００～１２：００
【会 場】 社会福祉協議会 本所
【講 師】 山梨県傾聴ボランティア連絡協議会 会長 塩澤一夫 氏
【対 象】 市民でボランティアに興味のある方、ボランティアをされている方
【定 員】 15名（定員になり次第締め切り）
【申込期日】 11月 11日（金）まで
【そ の 他】 当日の検温とマスクの着用に協力いただき、体調不良の場合は参加をご遠慮ください。

傾聴ボランティア養成講座をします

令和4年度ひとり親家庭交流会事業

市母子父子寡婦福祉連合会主催「クリスマス会」の参加者を募集します。是非ご参加ください。
【開催日時】 12月3日（土） 10：00～13：00頃
【開催場所】 ダイトースターレーン（甲斐市下今井3681-1）

※現地集合・現地解散となります
【対 象 者】 市内在住ひとり親家庭の親子・北杜市母子父子寡婦福祉連合会会員
【参 加 費】 大人２,000円 高校生以下1,000円

※参加費にはボーリング代、シューズ代、お弁当代が含まれます。
【定 員】 40名（定員になり次第締切）
【申込期日】 11月11日（金）まで ※参加費を添えて申し込みください。

クリスマス会 ボーリング大会

近年、災害は日本各地で甚大な被害をもたらしています。そんな中、災害ボランティアによる支援活動は、
災害発生後の重要な役割を担っています。
そこで、いずれ起こるかもしれない災害に備え「自分の身は自分で守る（自助）」「自分たちの地域は自ら

守る（共助・近所）」ために必要な知識を習得し、「地域力の向上」を目指すとともに、社協で設置する「災
害ボランティアセンター」の役割と重要性を学ぶことにより、災害時に活躍のできる人材の養成を目的に講
座を開催します。
日 時 11月 26日（土） 10：00～15：30
会 場 社会福祉協議会 本所
講 師 REvive Japan 代表 野口 正人 氏
内 容 午前：講 義 午後：災害ボランティアセンター設置運営訓練
対 象 市民で災害ボランティア活動に関心のある方、災害ボランティア

センターに運営協力いただける方
定 員 15名（定員になり次第締め切り）
申込期日 11月11日（金）まで
そ の 他 当日の検温とマスクの着用に協力いただき、体調不良の場合は参加をご遠慮ください。

「災害ボランティア養成講座」を開催します

申し込み・問い合わせは、地域福祉課 TEL 0551-47-5202
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各デイサービスで毎年恒例の敬老会が華やかに開催され、高根デイでは102歳と 100歳コンビによる
くす玉割り、大泉デイでは弾き語り、小淵沢・武川デイではダンスなど、それぞれ職員の歌や踊り・演奏の
披露で大いに盛り上がり、祝い膳も美味しいと拍手と笑顔の絶えない会となりました。

介護に興味・関心がある方、介護の仕事をしたい方などを対象に、介護の基本が短期間（4日間）で学べ
る研修を実施します。
【対 象】資格取得を目指したい方やご家族の介護に備えたい方など、どなたでも受講することができます。
【開 催 日】12月14日（水）、15日（木）、21日（水）、22日（木）
【時 間】（14・15日）9：30～17：00、（21日）9：30～16：30、（22日）9：30～11：30
【定 員】20名 定員になり次第受付終了
【会 場】社会福祉協議会 本所
【申込期日】令和4年12月 7日（水）
【そ の 他】4日間の研修をすべて受講できる方が対象です。

北杜市介護に関する入門的研修の受講者募集（受講料・無料）

申し込み・問い合わせは、介護支援課 TEL 0551-47-5202

小淵沢デイサービスセンター

高根デイサービスセンター 大泉デイサービスセンター

武川デイサービスセンター
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『社協だより ほのぼの』は、市民の皆様から寄せられました善意の
赤い羽根共同募金の配分金の一部を財源としています。

福祉ポスター入賞作品

【小学生の部】

市内の小中学校から合計383点の応募があり厳正な審査の結果、入賞作品が決定いたしま
した。たくさんのご応募ありがとうございました。

【中学生の部】

高根西小学校 祝 優菜 さん
高根東小学校
川久保 陽莉 さん

高根東小学校
白倉 菜穂 さん

高根東小学校
山田 奈奈 さん

優 秀 賞

廣嶋 嬉依 さん（明野小学校） 土屋 ここの さん（高根東小学校） 安永 葵 さん（高根西小学校）
保坂 耕成 さん（長坂小学校） 河西 翼 さん（小淵沢小学校） 坂本 美麗 さん（白州小学校）

最優秀賞

佳 作

優 秀 賞最優秀賞
小淵沢中学校 上原 桜太さん

長坂中学校
三井 悠 さん

長坂中学校
中山 龍之介 さん

白州中学校
前島 秀蓮 さん

藤原 李紗 さん（高根中学校） 白鳥 瑠花 さん（長坂中学校） 泉 鷲太郎 さん（泉中学校）
石井 里奈 さん（小淵沢中学校） 宮入 慈恩 さん（白州中学校） 堀口 佳汰 さん（武川中学校）

佳 作


