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福祉活動に感謝し表彰福祉活動に感謝し表彰
　去る11月12日、新井総合コミュニティーセンターに於いて社会福祉事業功労者表彰式が行われ、
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が贈呈されました。
　福祉活動推進のためにご尽力いただきました受賞者の皆様に感謝申し上げます。

受賞された方々は、次のとおりです。
○民生委員・児童委員功労者表彰　4名〈民生委員・児童委員として10年以上在籍し、功績顕著なかた〉

荒川 茂雄 様(栄町)、草間 文子 様(東雲町)、三浦 コウ 様(白山町)、小林 眞由美 様(関川)
○社会福祉関係功労者表彰　1名〈社会福祉協議会の役員として10年以上在職し、功績顕著なかた〉

竹田 一雄 様(関川)
○優良個人表彰　14名〈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かた〉
【地域安心ネットワーク推進事業 福祉協力員】
笹川 アケミ 様(朝日町)、入村 タカ子 様(学校町)、渡部 繁 様(高柳)、塚田 廣一 様(関川町)
飯塚 桂子 様（長沢）、大塚 一男 様（長沢）、山﨑 みよし 様（杉野沢）、小林 眞由美 様（関川）
清水 昌子 様（関川）、岡田 英髙 様（田切）、河越 隆子 様（関川）、漆間 洋子 様（関山）
関原 美榮子 様（葎生）、丸山 ノブ子 様（樽本）
○感謝状　1名〈社会福祉事業に積極的に協力、援助されたかた（寄附により福祉向上に寄与）〉
　金子 光郎 様(白山町)

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。

民生委員・児童委員功労者
表彰を受ける荒川様

社会福祉関係功労者表彰
を受ける竹田様

優良個人表彰を受ける福祉
協力員の漆間様

竹田様より謝辞をいただきま
した。
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～ 新井中学校×妙高市社協がつくる あったかネットワーク ～

共同募金作文コンクールで受賞
　新潟県共同募金会主催の第69回「たすけあい作文コンクー
ル」の表彰式が11月28日に新潟ユニゾンプラザで行われました。
　県内の小・中学校から138編の応募があり、新井中学校２年の
樗沢花奈さんが新潟日報社長賞を受賞しました。また、新井中学
校３年の高橋恵さんは中学校の部で入選しています。
　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。   

市内の小・中・高校からも、募金活動に取り組んでいただいています。
今回は、そのうちの２校の活動を紹介します。

新潟日報社長賞を受ける
新井中学校２年樗沢花奈さん

総務委員会が各教室で募金活動 生活委員会による募金活動の取組

妙高高原北小学校 妙高高原南小学校

　毎年、あったかネットワークの利用者を対象に配布するオリジナルカレンダーに、
今年は、新井中学校の生徒の皆さんが書いたメッセージカードを添えてお配りしました。

　これは、「繋ぐ～仲間・思い・地域～」をスローガンに、「地
域に感謝を伝えるために自分たちにできることは何か」を模索し
ていた新井中学校生徒会の
取組みである『この指とま
れキャンペーン』と、コロ
ナ禍でも、地域のつながり
を絶やさず、持続可能な地
域福祉活動に取り組みたい
と考えていた社会福祉協議
会の思いが一致して実現し
ました。

　11月2日に、新井中学校生徒会から、社会福祉協議会と民生委員
児童委員協議会へメッセージが贈呈され、11月12日のSDGsの郊外
活動に合わせて、3年生がメッセージを直接手渡す活動も行われました。

『地域とのつながりを大切にしたい』

私たちも応援しています！　―赤い羽根共同募金―

学校の福祉活動を紹介
今回は市内の小・中・高校の児童、生徒の皆さんが取り組んでいる福祉活動をご紹介いたします。

新潟県立新井高等学校　社会科クラブ

　新井高校社会科クラブは創部以来、地域の歴史や自然環境、文化などの研究をしてきました。
1976年(昭和51年)からは高齢者の見守り活動や高齢者施設の訪問など、福祉の活動を中心に地
域に根ざした活動を行っています。多くの先輩たちが訪問先の福祉施設などで働いていて、声を
かけてくださることも多いです。現在は15人の部員で仲良く様々な活動に取り組んでいます。

ボランティア学習会　～東日本大震災被災地に学ぶ～

　社会福祉協議会と一緒に東日本大震災について調べました。
8月19日にはリモート研修会に参加し、岩手県大槌町の語り部の
方から大槌町で起こった東日本大震災による津波被害や避難所
での生活など、当時の状況について詳しく教えていただきました。
　私はこの学習会で「つなみてんでんこ」という言葉が印象に
残っています。これは各自てんでばらばらに安全な場所に逃げ
る、自分の命は自分で守る、という防災教育の言葉だそうです。生
きていればいつか必ず巡り会えるのだから、家族と離れ離れに
なってもお互いを信頼し合うことが大切だと思いました。また、家
族と避難経路についてしっかりと話し合っておくことの重要性を
改めて感じました。他にも驚いたことや学んだことが数多くあり、
とても充実した活動ができました。

新井高校社会科クラブ2年生　小林愛理さん

　社会科クラブでは、月１回程度、青少年の休日を楽しむ会が行う知的障がいのある方の余
暇支援活動「たんぽぽ」や、地域の高齢者のお宅を訪問する「あったかネットワーク」に参
加しています。「たんぽぽ」では障がい者に対し、何かやってあげようではなく、一緒に楽
しもうという意識で活動する姿勢を学びました。「あったかネットワーク」では毎月『妙高
山新聞』を作成してお渡ししています。高齢者の方々が私たちの訪問やそこでの会話を楽し
みにしていてくださることを実感し、皆さんの心の支えになれていることがとても嬉しいで
す。
　その他にも、学校で手話と点字の講習も受けています。コミュニケーション手段としての
手話や点字を学ぶだけでなく、手話ソングにも挑戦しています。より多くの人とのコミュニ
ケーションや、手話ソングを通して人を楽しませることができるように頑張っています。
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寄 付 者 名 寄 付 金

横尾春子 様 円

北国街道大字関川振興協議会 円

寄 付 者 名 寄 付 物 品

新潟県理容生活衛生同業組合

上越ブロック高田支部 様 枚

横尾春子 様

タオル 枚

バスタオル 枚

シーツ・毛布 枚

匿名（ 件） 紙オムツ 点

令和3年9月1日～令和3年11月30日受付分

　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。

～善意ありがとう～

月 相談日 受付期間

月 日 金 月 日～ 日

月 日 金 月 日～ 日

月 日 金 月 日～ 日

無料弁護士相談

24時間テレビチャリティー募金
ご協力ありがとうございました。

　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）

◆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

　昨年8月に行いました24時間テレビチャリ
ティー募金は、チャリティーグッズの売上金と合
わせ、213,340円が集まりました。
　ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

　11月11日
新井総合コ
ミュニティ
センター2
階 大 会 議
室で、11月
15日は妙
高高原保健
センター2
階研修室で

生活支援ボランティア公開講座を開催し、30名
の参加がありました。インタビューでは、実際に
活動する生活支援ボランティアの方から活動に
至った動機や、やりがいなどについてお話を伺
いました。講話では、市福祉介護課地域包括支
援係保坂係長から、人生の最期にどうありたい
かを考え、繰り返し話合う『人生会議』の必要性
について、カードゲームを使って紹介していただ
きました。
　自分の今後や大切な人への思いを巡らせ、涙
ぐむ方、考え込む方、様々な表情が見られました。

最期に大切にしたいことを選ぶ
「もしバナゲーム」の様子

～自分の今後を考える機会に～
「生活支援ボランティア公開講座」

○特殊寝台浴槽を更新
　公益財団法人ＪＫＡ様の福祉機器整備補助事業
による補助金を
受け、特殊寝台浴
を更新しました。
昇降式ストレッ
チャーの導入によ
り、利用者様の移
動がスムーズに
なり、より快適な
入浴を提供できるようになりました。
　なお、補助事業の結果や効果などについての
自己評価を社協ホームページに掲載しています。

○福祉車両を入れ替え
　新潟県共同募金会様の助成を受け、送迎車両
が新しくなりました。
　赤い羽根共同募金
にご協力いただいた
すべての皆さまに感
謝申し上げます。

デイサービスセンター朝日が
さらに利用しやすくなりました
デイサービスセンター朝日が
さらに利用しやすくなりました

タオル


