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10月 ]日(月)U日長坂駅前に於いて共同募金の街頭PRを 行ないました。

平成19年度のスローガンは 「地域の福祉、みんなで参加Jで す。

当日は小雨の降る中 長 坂町民生児童委員の皆様にこ協力を頂き 駅

を利用する方々に共同募金のPRを 行ないました。
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地域づくりを目指して
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北杜市健康福祉大会200フ は北杜市と北杜市社会福祉協議会

の共催として10月 13日高根体育館にて開催されました。社協の

企画としては、これまでに地域福祉の推進に功績のあつた方々を

表彰させていただき、社協活動にこ尽力いただいた方々に感謝状

を贈呈させていただきました。

【表自の部】 〕 打略)

吉加ヤスコ惜 根町)

浅1武 子(高根町)

北杜市立長坂中学校 (長坂町)

高現町ボランティア活動控進違浩☆議会1高根可|

平出幹確(長坂町)

藤森勇夫(大宗町)

小林駒三(武川町)

中山切美(小淵沢町)

〔感謝の部】

長日伯雄(高根町)

中嶋義夫(高根町)

宗教法人真如苑(長坂町)

すっかりおなじみさん

また、「健康福祉まつりJ以来おなじみになりました、障害者福祉

施設の方々の出展も賑やかに実施され、花の高、クッキー 手作り

小物、お豆腐など短時間で完売になるなど大変好:平で 「この様な

機会を是非作つていただきたいJとの声が寄せられました。

レインボー八ウス高根 すすらんI房 あさひ福祉作業所 「ぶつ
一こつこ」めぐみ国 パル実郷 春の陽 Jヒ杜市母子父子寡婦福祉

連合会の皆さんご吉労様でした。

た I暑景骨8'署発
42-3880

12月 下旬

地域でのこんなこと。あんなことトライしてみませんか?

!姿=も|

∈奎》~■ 2月初旬    ! 口12月 6日 20日

1月17日 27日

コ泉温泉健康センター

ロ65歳以上の男性 ■武川保健センター
いすれも定員20名(先着拒)

26-3568

★お問合せは社協告支所へ

38-0133



第24回出身連ゲートボール大会は、県下から選抜された

32チームが集合し開催されました。

北杜市4チーム中、長坂Aチーム 大泉Aチームが3戦全勝

で勝ち残り、午後のトーナメント戦は両チームとも順調に勝

ち上がリベスト4の快挙。準決勝にもなるとさすがに緊張感

がみなぎり、長坂チームは圧r■l的な迫力で相手を圧倒し決

勝へ駒を進め、大泉チームは1点差で辛くも勝ちあがり決

勝へ。

決勝戦は北杜市A(長坂町)対】し杜市B(大泉町)で行われ、

ネD気調々の中で進められ、長坂チームが優勝しました。

(莫紅の優勝旗は社協本所に飾つてあります。〉

北杜市母子父子寡婦福祉連合会
会員募集中1!!

①母子父子界婦福祉会で|よ、

ひとり親家庭 寡婦家庭が手と手をつなさ

合つて、経済的 球膏神的自立と社会的地位

の向上をはかることを目的に活動しています。

●入 会 の こ案 内

母と子のつどい、ひとり親家庭社会見学バス、

クリスマス会などのイベントをとおして情

報交換をしませんか?関心のある方は お

気軽にお問い合わせください。

○お問い合わせ

北杜市母子父子雰婦福祉連合会事務局

(社協本所内)4フー5202

長寿者クラフによる花の高植え活動

長寿者クラブ入会のお誘い

介護保険の改正に伴い 「介護予防J

の意義がますます重要になってまいつ

ました。一吉前は 三時ころに■trると漬

物を持ち寄ってお奈していたお年寄り

もだいぶ生活パターンが変わつてまい

りました。個人のプライバシーと自由を

尊重する一方で だんだんお年寄りのコ

ミュニケーションが失われ、家に閉じこ

もることも多くなつたと言われています。

本来の社会的な繁がりを取り戻すた

め地域ではRよつらつシルバーJなどの

催しも行われていますが、ぜひ高姉者の

皆さんも自ら意識的にコミュニケーショ

ンを作り出し 編み物をしたり 仲 間を

作つてみませんか。案外煩わしいことは

ないものですよ.興味のある方はぜひ

長寿者クラブ事務局 (各社協支所)こお

尋ねください。

法律無料相談所の開設
今後ともよろしく

平成19年 10月 2日、北杜市社会福祉協議会は、日本司

法支援センター(法テラス山梨)とともに業務開始―周年

目3念事業として無料法律相談を実施しました。当日は事

前に予約された方々が訪れ、弁護±3名 、司法書±1名の

方に熱心に相談されておりました。こ存知のように法テラ

スは、各都道府県に事務所を置き、法的(民事)なトラブル

でお悩みの方々に解決に役立つ情報やそれぞれの悩みに

最適な専門の相談窓口をご案内するサービスをイ子つてい

ます。

社会福祉協議会へもさまさまな相談が寄せられていま

すが つ後は法テラスとも連携し 相談者のフォローアッ

プをさせていたださます。

法テラス山梨 0570-Oフ 83フ4

優勝jEを授与される北杜市 長坂チーム



晴れ渡つた秋空の下、第5回やまなしボランテ

ィアフェスティバル～第3回北杜市ボランティア

推進大会～が、高根体育館にて開催されました。

大会テーマである
“
生き活きとつなげようボ

ランティアの心～広げようボランティアの輪
"に

沿つて、県内で活動しているさまざまなボランテ

イア団体等のステージ、出展等で賑わいました。

白州保育園マーテングバンド

隠50や まなしiランティアフェスティAル―,0ロイに,■ランテイアに基大どヽ

「交流ひろ!調では、福祉施設やポランティア団

体等による手作り品等の販売、名物 名産等の物

販コーナー、また、リサイクル品を活用してのフ

リーマーケットなど、さまざまな力を結集して、
“
お

もてなしの心
"で

、参カロ者といれあいの時間を過

[しました。



! 寝義[ 続矛孫密前

鼓摩の会

麹
R

山梨県フオークダンス連盟

'Sl平 違

篇50ゃ まなしボランi アフェスティ′「ル

し

幅広い年齢層のボランティアに運営に携わっ

ていただき、また関係機関 各企業には資金面か

らも[支 援いただくなど、多くの方々からお力添

えをいただき、大盛況のうちにやまなしボランテ

ィアフェスティバルを実施することができました。

本フェスティパルを契機に、ボランティア活動

の気運をさらに高め、福祉の輪が広がつていくこ

とを願つています。

本当にありがとうこざいました。
また、お会しヽいたしましょう。
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歳末ブこす:ナあに,1県風澄摯 も
「歳末たすけあい県民運EllJ Iよ共同募金運動の一

環として12月 1日から12月31日

の間、経済的に不安のある家庭 、施設で暮らしている人たち 、在宅の障害者やひと

り暮らし 寝 たきり老人等で援護を必要としている人たちに、県民の善意とお互tヽ

に支 /‐あう心をもって温かいたすけあいの手をさしのべ 、みんなで明るいお正月を

迎えることができるよう展開するものです。皆様に|よ毎年各世帯におpllぃしてぃる

赤い羽根共同事金の 「戸別募金Jに 含めて募金の協力をお願いしております。

本年も運動の趣旨をご理解いただき御協力いただけますよう

お願いいたします。

《社協会費の使違は?》 FOl地域福祉推進事業 ★生活福祉資金事業

★社協広報話、ドラツティP情報誌発行 ★ 生活福祉金庫事業

市民の皆様から寄せられた社会福祉協

議会会費は、七記事業を運営していくため

の大切な財源となっています。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

★おたのしみ橋食サビス事業

☆はつらつシルバー事業

★健康福祉大会

★福祉総合相談事業

★高齢書生きがいと健康づくり事業 ☆ 介護機器儒品の貸出し

☆日常生活自立支援事業  ◎ その他福祉推進に必要な事業

社協にひとこと

私も20有余年身体障害者福社会須

玉文章ほにお世話になってお ります。

入会当初は何や ら内容も解 らずに過

ごして来ましたが、時の経過 ととも

に実施されている各種福祉事業計画のⅢ身が少しは

理解できるようになった昨今、この制度や事業の重

要性また矛'盲もちょっぴり解ってきました。あれ…

矛盾など有るのかと思われるかも知れませんが 近

年  知 的文感覚的障害発生ヤ防の観点からも、ま

た長寿者が充実した余生が楽 しく送れるよう等々の

意味合いからも、一″Jとして 「はつらつシルバーの

つ どいJと 納モする組織が発足 し連用されていること

は喜ばしいことですが、福祉事業の発展 と末長い存

続のためには基礎 となる、言わばピラミッドの底辺

となる人員拡大強化が大切ではないかと思います。

このまま会員補充も出来ずに推移して行 くと、将

来ちまたに人材が布 りながら京退して行 くのではな

いかと、陰ながら取 り越し甘労をしている一人です。

そこで、最近にわかに取 り沙求されている (個人情

報 プ ライバシー保護)と か規Hl、制度ばか りに振 り

同されずに、各支言卜やがては連合組織発展のために

組織づ くりの情報提供を関係校関に望むものです。

障害者福れt会 輿 水富男 (須玉町)
(平成19年11月25日発行)

寄 付 者

中山宏樹様 (小淵沢町)

(平成19年10月まで)

100,000円

青柳保栄様 (小淵沢町)木 製電動ベッドー式

つつじ祭り清里ウォーク実行委員会様 (高根町)10,000円

炊飯ジャー2台

30,000円

日中 保 様 (小淵沢町)

中山三雄様 (小淵沢町)

他にlE人 団 体から善意のご寄付をいただきまし

た。社会福祉事業に活用させていただきます。

編 言ご環
10月 1日から赤い羽規共同募全逗動がヽま ,て います.

哉徳間もない昭千E22年 にスター トしたこの逗立は 地 域

の皆さまのこ理観とこあ力に支えられてきました。

今年の北社市全体の日幅額は1019万 円Ⅲ皆さまからい

ただいた寄付全は様々な 「やさしい弛う程祉づくりJに ■

立てられます。今年■皆さまのあたたないご協力をお願い

いたしますじ

来この社拓だより まの 言のJは 市 民の盲たから尋 しられましンた書意の示い羽根II同事令の日P片企の一|「を財源としています.


