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〜地域の人と、美味しく楽しく!!〜
妙高高原地区お楽しみランチ(配食サービス)交流会
11 月 6 日、妙高高原保健センターにおいて、妙高高原地区のお楽しみランチ交流会を開催しました。
当日はお楽しみランチの利用者や調理ボランティア山鳩会の会員、配達ボランティアなど総勢 31 人が参
加し、ボランティア手作りのお弁当を味わいました。
山鳩会代表の築田重美さんは「ふだん顔を合わせる機会のない利用者さんとこうしてお会いできて嬉
しい。自分も家では一人での食事。大勢で食べるご飯の美味しさを実感した」と挨拶されました。利用者
からは「いつもお弁当が来るのを楽しみにしている」
「今日は社協の車で迎えに来てもらい、皆さんと一
緒に食事ができとても楽しかった」との声が聴かれ、実りある会となりました。

一緒に食事をする利用者の皆さん

挨拶をされる築田代表

『お楽しみランチ』ってなぁに？？
月2回、
ボランティアによる手作り弁当を自宅に届けています。
☆利用料：1食300円 ☆対象：概ね70歳以上の世帯
※昼食を対象とする地区と、
夕食を対象とする地区があります。
※弁当を希望される方は、
社会福祉協議会（問合せ先）
に相談してください。
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配達日

昼食／夕食

新井地区

第 、第 木曜日

夕食

～

頃

水上地区

第 、第 木曜日

夕食

～

頃

妙高地区

第 、第 木曜日

昼食

～

頃

82-4084

妙高高原地区

火曜日（月毎に調整）

昼食

～

頃

86-5310

配達時間

問合せ先

この社協だよりは、赤い羽根共同募金配分金で発行しています。

大規模災害に備えるために！

市内で大規模な災害が発生した場合、被災者を支援するため社会福祉協議会を中心に市や青年会議
所、民生委員児童委員協議会などが協力し、
災害ボランティアセンターを設置します。
社会福祉協議会では、速やかに災害ボランティアセンターを設置・運営できるよう支援者の登録や訓練、
研修など様々な活動を行っています。

災害時に安心と支援を届けるために
〜妙高市総合防災訓練〜

妙高市総合防災訓練が、11月4日に新井北小学校・月岡防
災公園を会場に行われました。
社会福祉協議会で
は民生委員・児童委
員や災害ボランティ
アセンター支援登録
者と協力し、災害ボラ
災害ボランティアセンターの運営訓練
ンティアセンター の
設置・運営訓練を行いました。
訓練では、避難所でのチラシ配布やアンケート調査、民生委
員・児童委員によるニーズ調査をはじめ、ボランティアの受け入
れから送り出しまでの一連の流れを実施し、大規模な災害に備え
ました。
多くの子どもが訪れたスタンプラリー

中越地区の状況を視察

災害ボラセン支援者登録

妙高市社協と上越市社協主催による災害ボランティ

大規模な災害が発生し、災害ボランティア

アセンター支援登録者の研修会を11月18日に開催し、

センターが設置された時に、センターで活動

両市の登録者14人が参加しました。

いただける方を事前に登録する制度です。

午前中は湯沢町

協力いただける方は、ぜひ、お問合せくだ

社協に訪問し、災

さい。

社会福祉協議会

℡72-7660

害ボランティアセ
ンター設置訓練を

災害義援金にご協力いただきました

視察しました。
午後からは長岡
市社会福祉センタ

災害ボラセン設置訓練を視察

ーで、長岡市社協の本間地域福祉課長より、平成16年
に発生した中越地震の体験談を講話いただきました。
本間課長は「災害時は、通常では考えていなかった
ことが次々と
起こる。被災

【団体寄付者名】（順不同）
・平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
えちご上越農業協同組合農協まつり実行委員会 様
（新井支店・妙高高原支店・中郷支店・関山支店・泉支店）

・平成30年7月豪雨災害義援金
一般社団法人 妙高青年会議所 様（写真の左）

者本位の支援
とは何かを常
に考えること
が重要」と話
されました。
熱心に中越地震の体験を聞く参加者

＊義援金は共同募金会を通じ、被災者に配分されます。
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ボランティア団体紹介

〜Vol.10〜

妙高市ボランティア連絡協議会に加盟している団体をシリーズで紹介します。
興味のあるボランティア活動がありましたら、社会福祉協議会まで連絡してください。

★妙高市赤十字奉仕団新井分団

妙高市赤十字奉仕団新井分団は、妙高分団、妙高高原分団と連携し活動
しています。「みなかみの里」へは、毎月第1、第3月曜日の午後に訪問
し、入居者の皆様に喫茶・お菓子を楽しんでもらったり、話し相手等をし
ています。毎年8月に実施されている「ふれあい納涼会」では、入居者の
方に対し車椅子での祭り参加のお手伝いもしています。
また、今年の「愛広苑祭り」では、各種ゲームや食べ物等、入居者の
方々の楽しみの手助けをして一緒に参加しました。市の総合防災訓練では、
毎年「炊き出し」でおにぎり作り、みそ汁作りをしています。一緒に行動を
して喜びを分かち合える方々が多くなれば良いと常に願っています。

共同募金作文コンクールで受賞
新潟県共同募金会が主催の第66回「たすけあ
い作文コンクール」の表彰式が11月18日に新潟
ユニゾンプラザで行われました。
県内の47小・中学校から203編の応募があ
の あ
り、妙高高原南小学校４年の青栁乃愛さんが新
潟県社会福祉協議
会長賞を受賞され
ました。
入賞作品は、新
潟県共同募金会の
ホームページに掲
載されています。
ぜひ、ご覧くださ
い。

妙高市で聴覚障害者大会
第18回新潟県聴覚障害者大会（新潟県聴覚障害
者協会主催）が9月8日、9日の両日、妙高市を会場
に開催され県内から約150人が参加しました。
初日は研修分科会が行われ、翌日は新井ふれあい
会館を会場に式典や講演会などが行われました。
また、アトラクシ
ョンでは影虎太鼓の
見事な演奏が披露さ
れました。
この大会では手話
通訳者等多くのボラ
ンティアが運営を支
えていました。
入村妙高市長の歓迎挨拶

表彰を受ける青栁乃愛さん

永年の功績で受賞

受賞された民生委員・児童委員

永年にわたる活動の功績が認められ、5人の民生委員・児童委員の
皆さんが、全国民生委員児童委員連合会会長表彰の「永年勤続民生委
員・児童委員表彰」を受賞されました。
表彰状は、地区民児協定例会の席で市民児協の飯吉悟会長より伝達
されました。
これまでの功績に対し
敬意を表するとともに、
皆さんの今後の活躍を祈
念いたします。
おめでとうございまし
た。
表彰状を伝達する飯吉会長
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「愛広苑祭り」に参加する団員

白石淸子委員
(北部地区)

勝山玲子委員
(妙高地区)

池田貴美子委員 岡田治子委員 櫻澤アヤ子委員
(妙高高原地区) (妙高高原地区) (妙高高原地区)

そば打ちでリフレッシュ

みんなで学び、一緒に考える

介護者の集いを開催

合同研修会を開催

11月22日新井ふれあい会館で、介護部門の利用
者を対象とした介護者の集いを開催しました。
これまで「薬の使い方」や「最新の福祉用具」等
について学びましたが、今回は参加者が作業を通じ
介護の悩みや体験談を気軽に話せるように「そば打
ち」で交流しました。そば打ちは初めてという人が
多くいましたが、皆さん力を合わせ、昼にはおいし
いそばを食べるこ
とができました。
参加した方から
は「自然に笑って
話せて楽しかった。
気持ちが軽くなっ
た」との声が聴か
れました。

あったかネットワーク福祉協力員と生活支援ボ
ランティアを対象にした研修会を妙高高原地区
(9/20)、妙 高 地 区 (11/13)、新 井 地 区 (11/14)
で開催し、69 人が参加しました。
今回は『認知症への理解を深める』をテーマに、
認知症の症状や接し方、関わり方について、市福
祉介護課の職員から教えていただきました。
福祉協力員や生活支援ボランティアの皆さんは
「認知症について理解できた。訪問の時は今日の
話を参考にし
ながら利用者
の方と接した
い」と話され
ていました。

見事な包丁さばきに見入る参加者

静岡県函南町民児協が視察

～善意ありがとう～

11月20日、住民主体の地域づくりを学びたいと、

次の方々より『地域の福祉に役立ててほしい』と

静岡県函南町の民生委員児童委員協議会役員と関係
者の皆さんが視察に訪れました。
地域安心ネットワーク推進事業による見守り活動
の他、中部地区民児協の梅村正明会長から、民生委
員・児童委員とOBの有志が、昨年6月から毎月20
日の六十市にあわせて開催した「よってこさopen
カフェ」について、話していただきました。
函 南 町 では「 今
回の視察を町の小

暖かい寄付をいただきました。
平成30年9月1日〜平成30年11月30日受付分（順不同）

寄付金

寄付者名
清水

彌

100,000円

様

街なかにぎわい推進委員会

にぎわいの風 様
14,247円

石田

千枝子

様

50,000円

内田

美恵子

様

10,000円

地 域 福 祉 ネットワ

新井地区更生保護女性会

様

20,000円

ーク活動に役立て

関川の関所

様

10,000円

たい」と、意欲を語

匿

っていました。

送迎車両を更新

道の歴史館

13,000円

名（２件）

寄付物品

寄付者名
新潟県理容生活衛生同業組合
上越ブロック高田支部 様

タオル60枚

公益財団法人ＪＫＡ様の競輪公益資金による「平成
30年度福祉車両整備補
助事業」により、デイサ
ービスの 福 祉 車 両 1 台
を更新しました。利用者
の送迎や外出行事に活
用させていただきます。

街なかにぎわい推進委員会
にぎわいの風 様(左)

新井地区更生保護女性会 様(左)
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