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ボランティアで運営「あいあう食堂」
社会福祉協議会では、ボランティアで活動したい
方と希望する方に対して、活動に関する相談や活動
先の紹介を行っています。今回は新井地区除戸の願
生寺を会場に、妙高市で初めて誕生した子ども食堂
「あいあう食堂」の活動を紹介します。
あいあう食堂は新井南小学校区（南部地区）を対象
に、昨年の9月にオープンしました。今年の6月まで
に8回開催され、これまでにボランティアも含め約
450人の方が参加しています。
代表の平出京子さんが、子どもだけでなく幅広い
世代が集まる地域の居場所を設けたいと発案し、市
内外のボランティアや学生ボランティアの協力を得
て、この食堂を立ち上げました。
食堂には学校を終えた子どもらが集まり、宿題を
したり、遊んだりして夕食まで自由に過ごします。

みんなで食べるご飯はおいしく楽しい

ボランティアが腕によりをかけて作った夕食が
できると子どもたちも一緒に配膳を手伝います。
食事は、子どもも高齢
者も、ボランティアも
みんな一緒に食卓を囲
みます。
食事の後はボランテ
ィアも手芸や会話を楽
しみあたたかな時間が
流れています。
あいあう食堂では一緒に協力してくれるボラン
ティアを広く募集しています。

一緒に宿題をする子どもたち

【連絡先：平出 京子

℡080-3826-9591】

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。
1

地域安心ネットワークの推進
高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるように、町内会長、区長、民生委員・児童
委員などの地域に関わる関係者や行政機関と連携し、高齢者等の見守り、支援体制の構築を市
内全域で行っています。

◆地域連携会議の開催
自治会ごとに関係者が集まり、「地域支え合いマップ」を
活用しながら、必要な情報把握や共有を行います。
各地区へ担当職員が地域連携会議に伺いますので、関係
者の皆さまのご協力をお願いいたします。

福祉協力員として活躍する
新井高校社会科クラブの生徒

◆見守りネットワーク
（あったかネットワーク）の
普及と維持
見守りが必要な高齢者世帯等に対して民生委員・
児童委員や福祉協力員と共に見守りを行います。

障がい者バスツアー参加者募集！

顔の見える関係を築きながら

◆日 程：9 月 4 日（火）8 時〜 18 時頃
◆コース：安曇野ちひろ美術館、大王わさび農場、
安曇野ワイナリー
◆対 象：市内在住の障がい者手帳をお持ちの方
で、ご自身または介添者によりバスの乗
降が可能な方（移動はリフト付きバスで
はないため）※介添者が必要な方は介添
者もお申込みください
◆定 員：先着 30 人
◆参加費：3,000 円（昼食代含む）
◆申込み：8 月 13 日（月）までに
妙高市社会福祉協議会
℡72-7660

4月17日、新井ふれあい会館において、入村
市長と竹内社協会長を来賓にお招きし、民生
委員児童委員協議会総会が行われました。
飯吉会長は、「地道な活動の積み重ねがい
つか実を結ぶと
信じ、地域の皆
さんと顔の見え
る関係を築きな
がら、仲間と共
にがんばりまし
ょう。」と、力
強く挨拶されま
日頃の活動に感謝する入村市長
した。

平成30年度妙高市社会福祉協議会会費にご協力お願いします
社会福祉協議会は社会福祉法により各都道府県及び各市区町村に設置されている団体です。
妙高市社会福祉協議会では、
「安心して暮らせる福祉のまちづくり」
を目指して、さまざまな地域福祉
活動に取り組んでいます。
これらの活動は事業の趣旨に賛同し、ご協力していただく皆さまの会費に
よって支えられています。
毎年 7 月から一般会費
（1 世帯 1,000 円）
は町内会、
区長さんを通じてご依頼しています。
法人会費・賛助会費
（1 口 1,000 円）
は市内の法人事業所等及び福祉関係者団体等にご依頼しています。
今年度も皆さまからご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
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ボランティア団体紹介

〜Vol.8〜

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ご連絡ください。

★絵本を楽しむ会

ひだまり

この会は平成8年、先の代表が主任児童委員をされていた時に立ち上
げられました。今年で22年目を迎えます。子ども達に絵本などを通じ
て、心豊かな人に育ってほしいと願っています。メンバーは10人。全
員女性です。
活動は妙高小学校の水曜日の朝読書の時間に行います。8時15分から
低学年と高学年を交互に、メンバー3人が各教室で紙芝居・朗読・語り
などをします。毎年秋には、全校児童を対象に体育館で行う1時間くら
いの「おはなしひろば」のイベントもあります。毎年、内容を工夫し
行っています。笑顔で元気な子ども達に私たちも元気と幸せな気持ち
をもらっています。無理をせず長く続けたい。一緒に活動してくれる
人、男性も募集中です。

朝読書での朗読の様子

★うぐいすの会

「うぐいすの会」は、音声訳ボランティアのサークルです。
聴覚障がいのある方向けに「市報みょうこう」と「市議会だより」
をテープに吹き込み届けます。市報みょうこうは各家庭への配布日と
同じ日に、市議会だよりは配布月の上旬に届けられるように市役所や
郵便局の協力を得ています。
内容をはっきり正確に読めるように、また写真や図などは分かりや
すく伝えられるように会員同士で研修します。
視覚障がいがある方、ページをめくったり読むことに不便を感じた
りしている方で、テープを聞いてみたいと思われたら是非声をかけて
ください。

楽しいプレーで交流

〜

身体障がい者スポーツ交流会

〜

「第7地区身体障がい者スポーツ交流会」が6月
2日に妙高ふれあいパークで開催されました。妙
高市、上越市、糸魚川市から約100人が参加し、
2か所の会場に分かれ、グラウンドゴルフとボッ
チャを行いました。
競技終了後は、昼食をとりながら互いの健闘
を称えあい、楽しいひと時を過ごしました。
また、この交流会では市ボランティア連絡協
議会をはじめ、妙高地区のグラウンドゴルフ愛
好会や国際自然環境アウトドア専門学校、ホッ
トホット、新
井高校社会科
クラブなどか
ら約50人のボ
ランティアが
参加し、交流
会を支えてい
ただきまし
た。
新緑の中でグラウンドゴルフ
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テープを聞いてみたい方、
お待ちしています

新規会員募集
妙高市老人クラブ連合会
妙高市老人クラブ連合会では、仲間づくりを
通して、生きがいと健康づくりを目的に、新井
地域・妙高高原地域・妙高地域に単位クラブを
設立します。
◆新規クラブ
○新井年輪クラブ（新井地域を対象）
○妙高高原年輪クラブ（妙高高原地域を対象）
○妙高年輪クラブ（妙高地域を対象）
※運営は、市老連事務局が行います
◆対象の方 妙高市に在住し 65 歳以上の市老連
加盟クラブに入っていない方
◆会
費 年間一人 1,200 円
◆主な事業 市老連主催の各種大会（グラウンド
ゴルフ・ニュースポーツの集い・
輪投げなど）に参加
◆申込み、問合せ（午前中）
妙高市老人クラブ連合会
℡72-7210
妙高市いきいきプラザ 2 階

平成30年度妙高市社会福祉協議会

事業計画・予算

高齢になっても障がいがあっても、住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし続けることができる地域に
根ざした福祉のまちづくりに取り組みます。
各事業の内容については、「主な事業のご案内」をご覧ください。
○ボランティア・福祉教育
○地域福祉の推進
ボランティアの活動支援や、
災害時に備えて
自治会、民生委員・児童委員、ボランティア等
講座の開催や訓練、
また福祉教育に取組みます。
と協働し、妙高市と連携を図りながら様々な福
◆ボランティア活動推進事業
祉事業を行います。
・災害ボランティア事業
◆地域安心ネットワーク推進事業
・生活支援ボランティア事業
・地域連携会議 ・あったかネットワーク
◆ボランティア活動助成事業
◆要援護世帯冬期在宅支援事業
◆福祉教育事業
◆介護予防・生活支援サービス
（妙高地区）
◆ふれあい号運行事業
○介護保険等事業
◆コミュニケーション支援事業
利用者が住み慣れた居宅において、
自立した日
◆シルバーハウジング生活援助員派遣事業
常生活を過ごすことができ、
また家族も安心し
◆民生委員児童委員活動支援事業
た生活が送れるように支援します。
◆日常生活自立支援事業
◆居宅介護支援事業
（サービス計画の作成）
◆福祉総合相談支援事業
◆訪問介護事業
◆福祉団体活動助成事業
・訪問介護事業
（介護保険サービス）
◆戦没者追悼法要
・居宅介護事業
（障がい福祉サービス）
◆地域の茶の間助成事業
◆通所介護事業
◆お楽しみランチ事業
・デイサービスセンター朝日
◆障がい者交流事業
◆福祉用具貸出し、
おむつ給付事業
○いきいきプラザ管理運営事業
◆災害罹災世帯見舞事業
利用者が相互に交流でき、
地域福祉の振興と増
◆生活福祉資金貸付相談事業
進につながる場の提供をします。
◆地域福祉活動計画策定事業

平成 30 年度収入支出予算
前期末支払資金残高
40,652（15.4%）

平成30年度 収支予算

（単位：千円）

収
介護保険等収入

施設整備等補助金
7,583（2.9%）
会費･寄附金
9,033（3.4％）

会費収入
介護保険等
264,817 129.330
（48.8%）
受託金
51,541
（19.5%）

当期末支払資金残高
40,980（15.5%）

51,541

市・県社協補助金収入

19,161
9,031

寄附金収入

3,725

福祉団体活動等助成事業

2,526
863
729
16,484

1,287

地域安心ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業

借入金利息補助金収入

576

冬期在宅生活支援事業

9,891

事業収入

390

介護予防健康クラブ事業

6,808

その他の収入

120

負担金収入

手話･要約筆記奉仕員派遣事業

1,253

受取利息配当金収入
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ふれあい号運行事業

1,494

施設整備等補助金収入

7,583

シルバーハウジング事業

776

生活福祉資金貸付事業

81

お楽しみランチ事業

1,648

あったかネットワーク事業

1,556

小地域ネットワーク事業

1,038

ボランティア活動支援事業

1,444

共同募金事業

介護保険等
事業
264,817 135,349
（51.1%）

介護保険等

支出

受託事業
36,787
（13.9%）

ボランティア活動推進事業

日常生活自立支援事業

法人運営事業
11,781（4.4%）

市補助事業
18,612（7.0%）

10,769

5,134

共同募金事業
6,164（2.3%）

いきいきプラザ
管理運営事業
15,144（5.7%）

11,781

民生児童委員活動事業

福祉総合相談事業
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共同募金配分金収入

出

129,330 法人運営事業

受託金収入

受託事業

市・県社協補助金
19,161（7.2%）

収入

支
市補助事業

その他
2,383（0.9%）
共同募金配分金
5,134（1.9%）

入

単位：千円

障がい者交流事業
福祉教育推進事業

合

計

92,123

訪問介護事業

29,004

居宅介護支援事業

14,222

40,652 当期末支払資金残高
264,817

189

デイサービスセンター事業

いきいきプラザ管理運営事業
前期末支払資金残高

289

合

計

15,144
40,980
264,817
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平成29年度

事業報告・決算

平成29年度の主な事業の報告と決算をお知らせします。
○会員数

一般会員 8,323 世帯
賛助会員 102 件

○法人会議開催
理事会 4 回

評議員会 2 回

特別会員 185 企業

監事会 2 回

◆地域の茶の間助成事業 49 地区
◆お楽しみランチ事業 134 人 2,458 食
◆障がい者バスツアー事業 33 人参加
◆福祉用具貸出事業 車椅子 66 件
◆災害罹災世帯見舞事業 全焼 5 件

○ボランティア・福祉教育
○地域福祉の推進
◆災害ボランティア講演会 40 人参加
◆地域安心ネットワーク推進事業
◆災害ボランティア支援者養成講座 26 人参加
地域連携会議 226 地区
（市内全地域）
106 回
見守りネットワーク 実働 502 世帯
（新規 23 世帯） ◆災害ボランティアフォローアップ研修会 46 人参加
◆生活支援ボランティア事業
◆要援護世帯冬期在宅支援事業
延 621 回派遣 登録 : 利用者 134 人、
提供者 102 人
実施件数：屋根雪除雪 56 世帯、
雪踏み 19 世帯
◆福祉教育推進事業 日光市と交流 11 人参加
◆介護予防・生活支援サービス事業
（妙高地区）
長沢地域交流会 14 人参加
開催回数 143 回、
延利用者 2,102 人
◆ボランティア育成支援事業 19 団体 328 人
◆福祉ふれあい号運行 155 回 494 時間運行
◆手話・要約筆記奉仕員派遣事業 117 回派遣
○介護保険等事業
◆シルバーハウジング生活援助員派遣事業
◆居宅介護支援事業 計画件数 1,278 件
18 世帯 安否確認 4,457 回
◆訪問介護事業 訪問回数 9,424 回
◆民生委員児童委員活動支援事業
（委員 89 人）
◆デイサービスセンター運営事業 延利用者 8,704 人
地区民児協月例会議 6 地区 73 回
◆日常生活自立支援事業 利用者 7 人、
支援者 6 人
○いきいきプラザ管理運営事業
◆福祉総合相談事業
弁護士相談 54 件、
生活相談 42 件、
介護相談 244 件 ◆いきいきプラザ利用者 1,816 件 20,532 人
◆福祉団体活動助成事業 6 団体
◆戦没者追悼法要 170 人参列

平成29年度 収支決算
収

入

介護保険等収入

支

市、県社協補助金収入

19,909
9,105

寄附金収入

476

市補助事業

44,337

10,071

民生児童委員活動事業

10,670

ボランティア活動推進事業

3,196

福祉団体活動等助成事業

2,404

福祉総合相談事業

832

6,673

日常生活自立支援事業

648

共同募金配分金収入

5,238

地域安心ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業

14,762

負担金収入

1,201

冬期在宅生活支援事業

7,857

介護予防健康クラブ事業

3,829

受託事業

施設整備等補助金収入

673

その他の収入

792

手話･要約筆記奉仕員派遣事業

1,270

事業収入

428

ふれあい号運行事業

1,203

受取利息配当金収入

2

シルバーハウジング事業

714

その他の活動による収入

1,733

生活福祉資金貸付事業

79

お楽しみランチ事業

1,538

あったかネットワーク事業

1,351

小地域ネットワーク事業

2,328

ボランティア活動支援事業

1,066

共同募金事業

借入金利息補助金収入

介護保険等

障がい者交流事業

355

福祉教育推進事業

225

デイサービスセンター事業

89,634

訪問介護事業

27,913

居宅介護支援事業

15,154

いきいきプラザ管理運営事業
前期末支払資金残高
合

計

38,461 当期末支払資金残高
260,371

合

計

平成 29 年度収入支出決算
前期末支払資金残高
38,461（14.8%）

出

131,343 法人運営事業

受託金収入
会費収入

単位：千円

15,087
48,185
260,371

その他
4,829（1.9%）
共同募金配分金
5,238（2.0%）
施設整備等補助金
6,673（2.6%）
会費･寄附金
9,581（3.7%）
市・県社協補助金
19,909（7.6%）

収入

（単位：千円）

介護保険等

260.371 131.343

（50.4%）

受託金
44,337
（17.0%）

当期末支払資金残高
48.185（18.5%）
共同募金事業
6,863（2.6%）
法人運営事業
10,071（3.9%）
いきいきプラザ
管理運営事業
15.087（5.8%）
市補助事業
17,750（6.8%）

介護保険等
事業
260.371 132.701
（51.0%）

支出

受託事業
29,714（11.4%）

※決算の詳細については、ホームページ（http://myoko-syakyo.jp/）に掲載しています。
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夏のいきいきプラザまつり開催

７月７日(土)10時〜16時

七夕の一日「夏のいきいきプラザまつり」を開催します。
楽しいイベントが盛りだくさん。皆さんのご来場をお待ちして
います。
◆催し物

◆会 場
◆主 催
◆問合せ

フリーマーケット、体験会、展示、
ボールプール、縁日(綿あめ等)、電
子ピアノの演奏、健康麻雀、ロコモ
検診など
いきいきプラザ(中町4-16)
いきいきプラザスマイルショップ
いきいきプラザ受付 ℡72-7201

弁当配達ボランティア募集
高齢者世帯に、調理ボランティアの手づくり弁
当を配達して下さる方を募集しています。
★活 動 日：毎月第2・4木曜日の内どちらか1日
★活動時間：午後3時頃から1時間程度
★配 達 先：新井地区
★募集人数：3人程度
★申 込 み：妙高市社会福祉協議会
℡72-7660

共同募金助成事業募集
妙高市共同募金委員会では平成30年度に行う
「安心・安全・地域の支え合い支援」助成事業を
募集します。事業を実施するための事業費または
什器、備品費を対象とします。

①地域での防犯や見守り活動
②地域での防災に備えた支援活動
③地域での課題解決に向けて福祉
の推進を目的とした事業
◆対象団体 妙高市内で福祉活動を行うグルー
プや団体、自治会等
◆助成基準 助成額1件15万円以内で、事業費
の90％以内とします
◆応募方法 所定の申請書に必要事項を記入し、
8月10日(金)までに提出ください
昨年度に助成を受けた団体は、応
募できません
◆申込み、問合せ
妙高市共同募金会 ℡72-7660
（妙高市社会福祉協議会内）
◆対象事業

『フリーマーケット』
掘り出し物があるかも！

24時間テレビ「愛は地球を救う」
チャリティー・キャンペーン
この募金は、「福祉」「環境保護活動」「災害復
興」に活用されます。多くの市民の皆様のご協力、よ
ろしくお願いします。
◆日時：8月26日(日)
10時30分〜15時
◆会場：①原信 新井中川店
②道の駅あらい
(きときと寿し前イベント広場)

～善意ありがとう～
次の方々より『地域の
福祉に役立ててほしい』
と暖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。

ダンスサークルステップＵＰ様
ダンスサークルステップ様

平成30年3月2日〜平成30年6月1日受付分
寄付者名

寄付金

ダンスサークルステップＵＰ 様

70,000円

ダンスサークルステップ

様

15,000円

街なかにぎわい推進委員会にぎわいの風 様

2,440円

頸南年金受給者協会妙高高原支部 様

17,517円

カラオケ・民謡サークル

20,000円

匿

名（１件）

寄付者名
川上

壽子

様

様

5,000円
寄付物品
82円切手100枚
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