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http://myoko-syakyo.jp/　TEL：72-7660　有線2-3325　FAX：70-1345

令和2年10月1日発行
第 49 号

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。

　9 月 9 日、新井総合コミュニティーセンターにおいて社会福祉事業功労者
表彰式を開催し、地域福祉に貢献された方々へ、社会福祉協議会 三浦了好
会長より表彰状と感謝状を贈呈いたしました。

　受賞された方々は、次のとおりです。
○優良個人表彰　福祉のために、10年以上継続してボランティア活動を行っている方
　【生活支援ボランティア】　
　池田 金次郎 様（姫川原）
　【地域安心ネットワーク推進事業 福祉協力員】
　森岡 正子 様（白山町）、中村 ユキ恵 様（白山町）、新井 光子 様（白山町） 、尾島 良一 様（中宿） 
　木原 敏夫 様（下平丸）、村田 幸子 様（関川）、霜鳥 和美 様（関川）、有間 和子 様（田口）
　岡田 ユリ 様（田口）、桑名 佐登子 様（関山）、岩﨑 さよ子 様（上大塚新田）、望月 眞理子 様（大鹿）
○優良団体表彰　福祉のために、5年以上継続してボランティア活動を行っている団体
　妙高おもちゃ病院 様（おもちゃの修理を行っているボランティア団体）
○感謝状　社会福祉事業に積極的に協力、援助された団体
　新井信用金庫 様（車両の寄贈により福祉向上に寄与）

　受賞された方々は、次のとおりです。（敬称略）
○社会福祉関係者表彰【社会福祉協議会役員】
　竹内十四男（関川）、加藤正幸（東福田新田）
○優良団体表彰
　ホット・ホット（福祉団体の行事等でボランティア活動を行っている団体）
○優良個人表彰【地域安心ネットワーク推進事業福祉協力員】
　阿部タミヱ（田町）、片所 正（栄町）、曽武川榮子（栄町）、清水貴美枝（上町）、丸山ツギ子（中町）、
　深石千代子（川上）、片所キヨ（石塚町）、宮腰惠子（石塚町）、渡部岩雄（高柳）、中嶋美代子（雪森）、
　福井周作（下平丸）、大野フミヱ（長沢）、大野ヨミ（長沢）、相羽清二（大貝）、飯吉秀穂（中横山）、
　岡田富士子（杉野沢）、岡田今朝子（杉野沢）、永井ひろ子（杉野沢）、佐々木アキ子（関川）、木賀賢一（田口）

福祉活動に感謝し表彰福祉活動に感謝し表彰
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　新型コロナウィルス感染症の影響により、人と人とが距離
を取り、接触する機会を減らさなければならない状況となっ
ています。つながることが難しい時こそ、きめ細やかな福祉
活動が重要となっています。
　10月1日より「つながりをたやさない社会づくり～あなた
は一人じゃない～」をテーマに、赤い羽根共同募金運動が全
国一斉に行われます。皆さまのご協力をお願いします。

赤い羽根共同募金に

ご協力お願いします

赤い羽根共同募金に

ご協力お願いします

新潟県内の福祉事業に配分

新潟県共同募金会
集まった募金を配分します。

妙高市内の福祉事業に配分

集まった募金の
約70％が妙高市に
配分され、福祉事業に
活用されます。

　県内の福祉事業に配分されます。
・福祉施設、障がい者作業所への助成
・県内福祉団体、児童施設への補助
・福祉車両整備の助成
・災害の準備金や緊急災害への配分金

一般募金配分金 2,057千円
(令和3年度事業)

歳末募金配分金 1,700千円
(令和2年度事業)一般募金配分金 3,600千円 (令和3年度事業)

令和2年度 妙高市の目標額
7,357千円

集まった募金を全額送金します。

職域募金
官公庁、会社の
職場で行う募金

戸別募金
町内会等を通じて、各
世帯にお願いする募金

学校募金
小・中学校の児童
や生徒が行う募金

募金箱
お店の窓口などに募金
箱を設置いただく募金

さまざま募金活動により、ご協力をいただいています。

法人募金
企業や商店など
事業主の皆様に
お願いする募金

歳末あったかネットワーク事業
冬期間の高齢者の見守り活動やカレン
ダーの配布を行います。（1,536千円）

福祉教育事業
高校生と地域との交流会など、福祉教
育の実践活動を行います。（164千円）

ボランティア推進事業
ボランティア活動の支援と、災害に
備えたボランティアセンターの体
制の強化を図ります。（1,504 千円）

障がい者交流事業
障がい者の交流の場を提供しま
す。（200 千円）　

小地域ネットワーク事業
高齢者世帯などの見守りネット
ワークづくりを地域の皆様と連
携し推進します。（460 千円）

おたのしみランチ事業
高齢者世帯へ
ボランティア
の手作り弁当
を届けます。
（869 千円）

地域の茶の間助成事業
地域の茶の間（サロン活動）や、子ども
食堂に助成します。（567 千円）

共同募金ポスター
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　在宅で生活する高齢者等が、
住み慣れた地域で安心して生
活できるよう、民生委員・児
童委員や地域関係者、行政機
関等と連携した見守り活動を推進しています。

　今年は新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め、24 時間テレビの街頭募金活動は中止となり
ましたが、8 月 17 日から 21 日まで、道の駅あ
らいくびき野情報館、社会福祉協議会本所、妙
高支所、妙高高原支所の 4 か
所で募金を受付けました。
　例年とは違う形での活動と
なりましたが、今年もたくさ
んの善意をお寄せいただきま
した。
　ご協力いただきました皆様
に感謝申し上げます。

災害時、地域の力が重要災害時、地域の力が重要
　災害ボランティア支援登録者研修会を 9 月 5
日に妙高市役所コラボホールで開催しました。
　この研修会は、妙高市社協と上越市社協が共催
して行ったもので、災害ボランティア支援登録者
10名が受講されました。
　昨年の台風 19 号の被災者支援で職員を派遣し
た飯山市災害ボランティアセンターでの活動や、
長野市への災害ボランティアバスの運行の様子に
ついて、実際に現地で活動した社会福祉協議会職
員より報告がありました。「現在、新型コロナの
影響で県外か
らの支援が見
込めない状況
です。地域の
力が重要とな
っています。」
と訴えていま
した。

◆災害ボランティア支援者登録
　災害ボランティアセンターが設置された際に、
活動いただける方を事前に登録する制度です。ご
協力いただける方は、ぜひお問い合わせください。
　妙高市社会福祉協議会 ℡72-7660

24時間テレビ43
　　「愛は地球を救う」
24時間テレビ43
　　「愛は地球を救う」

平和を願い鐘を撞く参加者

気持ちのこもった
　マスクをお届けしました
気持ちのこもった
　マスクをお届けしました

　7月末まで『マスク受入れＢＯＸ』を設置し、「不
要なマスクをお譲りください。」と呼びかけたと
ころ、市民や企業の皆様より 5 千枚を超えるマ
スクを寄付いただきました。
　今後の新型コロナウィルス感染予防に役立てて
いただくため、市
内の福祉施設等に
お届けしました。
　多くの皆様のご
協力に感謝申し上
げます。

地域安心ネットワークの推進地域安心ネットワークの推進

―妙高市遺族会 平和の鐘―
　妙高市遺族会（会長：間島英夫さん）では、終
戦の日の８月 15 日正午に、市内の 15 寺院で一
斉に「平和の鐘」を打ち鳴らし、戦没者を追悼し
ました。平成 27 年まで新井別院忠霊塔前で行わ
れていた戦没者追悼式に代わる事業として始めら
れてから今年で５年目となります。
　このうち、今年初めてこの事業に賛同いただい
た妙高高原地
域二俣の西蓮
寺では、遺族
会妙高高原支
部の役員をは
じめ、地域の
遺族会員など
が参加し、平
和への祈りを
捧げました。

終戦の日に響いた平和への願い終戦の日に響いた平和への願い

◆民生委員・児童委員と
地域の状況について話
し合います。
◆福祉協力員や地域関係
者と協力し、見守り（あ
ったかネットワーク）を
行います。
◆行政機関等と連携し、利
用者の困りごとに対応
します。



4

　弁護士が月1回、無料で相談に応じます。
◆相談日（事前に予約が必要です）
月 相談日 受付期間 月 相談日 受付期間 

10 30日(金) 14～20日 1 29日(金) 13～19日 

11 27日(金) 11～17日 2 26日(金) 10～16日 

12 18日(金)  2～ 8日 3 26日(金) 10～16日 

無料弁護士相談無料弁護士相談

　社会福祉協議会では、一時的に車椅子が必要
な市民の方に無料で貸出しています。
◆利用できる方：病院からの外泊、退院や旅行等
　　　　　　　　で一時的に車椅子が必要な方
◆貸出車椅子：大人用11台　子供用3台
◆利用料：無料　◆貸出期間：3ヵ月以内
◆妙高市社会福祉協議会 ℡72-7660

車椅子ご利用ください車椅子ご利用ください

　本年の「妙高市戦没者追悼法要」については、新
型コロナウィルス感染防止のため、規模を縮小し
妙高市遺族会と社会福祉協議会の役員のみで執り
行うことといたしました。
　関係者の皆様のご理解をお願いします。
◆日　時　10月22日(木)　10時より
◆会　場　東本願寺　新井別院

～善意ありがとう～～善意ありがとう～

戦没者追悼法要のお知らせ戦没者追悼法要のお知らせ

寄 付 者 名
妙高市災害義援金等配分委員会 様
岡田治子 様
匿名（1件）

寄付金
6,661円
10,000円
523円

　毎年実施しておりました「障がい者バスツア
ー」について、新型コロナウィルス感染防止と参
加者の皆様の健康と安全を考慮し、今年は中止さ
せていただくことといたしました。　
　楽しみにしていた方もおられると思いますが、
ご理解をお願いします。

障がい者バスツアー中止のお知らせ障がい者バスツアー中止のお知らせ

　妙高市共同募金委員会では、令和２年７月の豪
雨により被災された方々の支援を目的に義援金を
募集しています。集まった義援金は、共同募金会
を通じ、被災者に配分されます。
　皆さまの温かいご支援をお願いします。
◆受付場所　いきいきプラザ受付・社会福祉協議
　　　　　　会本所、妙高支所、妙高高原支所

災害義援金を受付ています！災害義援金を受付ています！

　地震や水害などの災害が発生し大きな被害が出た場合、社会福祉協議会は災害ボラ
ンティアセンターを設置します。災害ボランティアセンターの運営補助スタッフな
ど、災害時に協力いただけるボランティアの養成を目的として講座を開催します。
　災害時は地域の力、あなたの力が必要です。
　皆様の受講をお待ちしています。

災害ボランティア支援者養成講座災害ボランティア支援者養成講座
受講者募集！受講者募集！

11月28日(土)　9時30分～12時日 時 講 師

にいがた災害ボランティア
ネットワーク　李 理事長

場　所　　上越市カルチャーセンター（上越市春日新田2-19-1）

持ち物　　筆記用具

申込み　　妙高市社会福祉協議会　TEL72-7660　FAX70-1345

　　　　　11/6(金)までに申し込みください(定員30人)

主　催　　妙高市社会福祉協議会　上越市社会福祉協議会　　

（参加無料）

　次の方々より『地域の福祉に役立ててほしい』と
温かいご寄付をいただきました。
　地域福祉を推進するために活用させていただき
ます。
　　令和 2年 6月 1日～令和 2年 8月 31 日受付分

◆相談時間：午後1時～5時までの間で1人30分
◆会　　場：いきいきプラザ2階　高齢者学習室
◆申 込 み：妙高市社会福祉協議会 ℡72-7660


