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南アルプス市社協ボランティアじょうほう

市内のサロンを紹介していきます。掲載希望のサロン団体のご連絡をお待ちしております。

　　 宮城県南三陸町出身。中学校の卒業式前日に被災し、自宅は流失、避難所生
活を経験。2013年3月に震災の体験を伝える語り部団体を立ち上げ、今日まで約３万人に自身の経験
を伝えてきました。

中学生、高校生で参加された方にはボランティア活動証明書を発行します。多くの方の参加をお待ち
しています。※席に限りがありますので、事前申込みをお願いします。

〇場　所：若草生涯学習センター　ホール（寺部725-1）　　　〇定員：200名
〇参加料：無料　 　〇主 催：南アルプス市災害・防災ボランティア地区連絡会

■内　容 … 防災学習会　講演 「東日本大震災を経験して、今伝えたいこと」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講 師：田畑　祐梨 氏
■日　時 … 12月２日（土）　15:00～16:00

11月、12月はボランティアを始めるきっかけが盛りだくさん！！この機会に参加してみませんか？

　9月に行った深める会では“知る”をキーワードに開催し、80名以上の参加がありました。
今回は“交流”をキーワードに実施します。多くの方に「精神障がい」というひとくくりの見方
ではなく、その人、個性はそれぞれということを感じていただきたい会となります。障がい当
事者が直接参加者へ語り、より理解を深められる機会となりますので、ご参加ください。

 ■内容…精神障がいへの理解を深める会～パート２　　■日時…11月17日（金） 13:30～15:30
  ○場 所：地域防災交流センター（十五所1014）
  ○内 容：①講演「心の健康のボランティアとして接する時に心がけていること」
　　　　　　　　　　　 　精神保健福祉ボランティアこぶしの会　代表　中込めぐみ
　　　　　②障がい当事者からの発表・交流　  ③松の実作業所への見学・交流
  ○〆 切：11月10日（金）
  ○主 催：NPO法人　ほほえみの会、精神保健福祉ボランティア　こぶしの会
  ○協 力：南アルプス市社会福祉協議会

地震や水害など多くの自然災害の経験から、大規模災害発生時には、被災者の困りごと
（ニーズ）を的確に把握し全国から駆けつけるボランティアをスムーズに結びつけることによ
り、被災地の早期復旧や被災者によりそった支援が可能となることが明らかになりました。

芦安地区へボランティアをスムーズに派遣できるよう地域住民や、各種団体の協
力のもと訓練を行います。

　　　　　　　　　　  〇対象者：災害ボランティアに関心のある方
　　　　　　　　　　  〇定　員：70名（定員になり次第〆切）
　　　　　　　　　　  〇〆　切：11月28日（火）　〇参加料：無料　
　　　　　　　　　　  〇持ち物：訓練ができる服装、ヘルメット（あれば）

①
災害・
防災編

②
障がい
編

　　　　65歳以上のみなさん！！ 毎日が充実していますか？
65歳以上のみなさんが元気でいることが活力ある街づくりに欠かせません。
介護支援ボランティア活動を通して社会貢献し、ご自身の介護予防や生きがいづくりに
つなげませんか。 ※研修を受講後はボランティア登録をし、市内ボランティア受け入れ施設にて活動
が始まります。その活動には１時間１ポイントが付与され年度末に換金が
出来ます。（年間上限50ポイント･5,000円）

　○場　所：若草生涯学習センター（寺部725-1）　会議室
　○対　象：市内在住の65歳以上の方
　○〆　切：11月22日(水)

■内　容 … 介護支援ボランティア養成講座 ― 第3弾 ―
■日　時 … 11月29日（水）　13:00～16:00

ーーーー ◆ ーーーー ◆ ーーーー ◆ ーーーー ◆ ーーーー ◆ ーーーー ◆ ーーーー ◆ ーーーー

　①～③のすべての申込み、問合せは ➡ 地域福祉課 ☎283ー4121、FAX 283ー4167まで。
ご連絡の際には申込みの事業名をお伝え下さい。

　今月は仲間と一緒にマウンテンバイクの競技を日本での正式スポーツ化
を目指し活動している南アルプスマウンテンバイク愛好会を紹介します。
　この団体は活動の傍ら、林業の衰退により山林維持管理が大変になっ
ている現状や、農業の担い手が減り、有休農地が増えていることに気づ
きました。地域の活性化のために何かできないかと仲間と考え、ボランティ

アとして櫛形西地区にて有休農地の整備、山道の整備、昔の山の様子を伝記として記録するなど様々
な活動を行っています。
　代表の弭間(はずま)さんは、「ただ趣味でマウンテンバイクを楽しん
でいたのではできなかった地域づくりに携わることができている。ボ
ランティアを通して、今後も地域貢献をしながら、地域とのつながり
を広げて行きたい。」とおっしゃっていました。
　南アルプスマウンテンバイク愛好会の詳しい活動を知りたい方、
一 緒 に 活 動したい方 は☞ 【facebook：www.facebook.com/
minamialps.mtb/】 をご覧ください。

Part59

「ちりめんの会」が始まり５年、何か新たなことはできないかと昨年度から市
民活動フェスタにてサロンで作成した作品の展示・販売に挑戦しています。今
まで公会堂を利用する地域の方しか見られなかった作品が、市内外の方の目
に触れることで、新たな生きがい活動の機会となっています。
イベントへの参加を始めてから、活力も以前よりみなぎり、
作品作りも毎回参加者が先生となり教えあう様子が伺えます。

「サロンに来ると元気になれるだよ」と代表の橋本さんはうれ
しそうに話していました。

ちりめんの会では様々なイベント等で展示を積極的に行って
います。見かけた際には、是非お立ち寄りください。

今月は櫛形柿平地区の
「ちりめんの会」を紹介します

■内　容 … 災害ボランティアセンター設置運営訓練 「いざ! 芦安へボランティア派遣！」
■日　時 … 12月３日（日）　９:00～12:00

【 前回の様子 】

③
高齢者
編



 

★グループホーム 南岳荘　★特別養護老人ホーム 南岳荘　★小規模多機能型ホーム 南岳荘
　＊住所・連絡先：徳永436-1　☎280-5281
　＊内 容：施設の催事に関する手伝い・話相手、傾聴 他

第１４回南アルプス市社会福祉大会を開催します
◆日　時…11月19日（日）　13：30～15：30
◆場　所…南アルプス市櫛形生涯学習センター　あやめホール
◆内　容…第１部【式 典】 13：30～14：20
　　　　　・南アルプス市社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈
　　　　　・平成29年度小中学校ふくしポスター入賞者表彰
　　　　　・金婚祝記念品贈呈
　　　　　第２部【公 演】 14：30～15：30
　　　　　「橘組長の闘病　－ホスピス桃源にて－」
　　　　　　南アルプス桃源座（市内在住の方が中心の劇団です）
　　　　　　　※参加無料　整理券の配布はありません。

市民活動センターだより

出張ふくし相談会開催
ふくしの専門相談員（CSW）が毎月各地区に出張し、相談に
応じます。相談無料、秘密厳守！お気軽にご相談ください。
 ◇日　時…11月21日（火）10：00～12：00　
 ◇場　所…湯沢区公民館（湯沢1035－1）
 ◇問合せ…ふくし相談支援センター  ☎284-7830

●若草生涯学習センター指定管理シャングレイ ♪歌声喫茶開催！♪♪
「うたごえ喫茶」～昔懐かしいあの歌この歌をアコーディオンの調べにのせて楽しくみんなと歌いませんか？～
　♪日　時：11月12日（日）　13：30～15：30　
　♪会　場：若草生涯学習センター　ホール
　♪出演者：アコーディオン：大久保　幸 氏
　　　　　　ソングリーダー：杉平はるみ 氏
　♪参加費：500円（お茶菓子付）
　♪申込み・問合せ：若草生涯学習センター　☎283-8311

冬休み期間、昼食を一人で食べている甲西地区の子ども達に
温かいご飯を提供する活動を一緒に行いませんか？ 協力いた
だける方を対象に事前説明会を行います。
★日 時 … 11月24日（金）13：30～ （都合により来られない方は別
途対応します） ボランティア活動保険に加入をしていただきます。
★申込み・問合せ … ☎283ー4121 ※ご協力できる方は事前にご連絡ください

花植え・ごみ拾いボランティア「花鳥風月の会」
では奇数月に市内のごみ拾いを行っています。
今回は白根地区を回ります。一緒に歩きましょう！
  ◇日　時：11月30日(木) 10：00 ～ ※雨天中止
  ◇集合場所：道の駅しらね（在家塚595-1）
  ◇持ち物：軍手、タオル、飲み物、トング
  ◇申込み、問合せ：地域福祉課　☎283－4121

☀ごみ拾いボランティア募集☀

夏休み期間、ふくしポスターを募集したところ821点の応募がありました。全作品を順次
展示していきます。子ども達が想いおもいに描いた“ふくしの”絵を是非見に来てください。
え場 所：社協本所（旧若草窓口サービスセンター内） 寺部659
え日 程：11月1日～11月15日：八田、芦安、甲西地区の小中学生作品
　　 　　11月17日～11月30日：白根地区の小中学生作品
　　 　　12月4日～12月15日：若草地区の小中学生作品
　　 　　12月19日～1月11日：櫛形地区の小学生作品
　　 　　１月15日～２月２日：櫛形地区の中学生作品

※土・日・祝日・年末年始(12/29 ～ 1/3)を除きます。

平成29年度ふくしポスターすべての応募作品を展示します

南アルプス市介護予防サポートリーダー養成講習会受講生募集
地域で介護予防活動（集いの場づくり等）を行っていただける
方の養成を行います。全ての日程を受講された方へサポート
リーダー登録証を交付します。
●日 時…12月12日（火）、12月19日（火）、1月23日（火）、
　　　　 ２月6日（火）、2月20日（火）　全５回　13：30 ～ 16：30
●場 所…地域防災交流センター
●対 象…介護予防活動推進に興味があり、全日程参加できる方　
　　　 　講習会終了後、地域で介護予防活動ができる方、定員20名
●〆 切…11月30日（木）
●申込み、問合せ…市介護福祉課　高齢者福祉担当　☎282 ー 7347

読書の秋に、市内の図書館朗読ボランティアグループが一堂に
会する朗読会です。各グループの代表者とゲスト出演者の朗読
を、心ゆくまでお楽しみください。
●日 時：11月11日(土)　13：30 ～15：30
●場 所：櫛形生涯学習センター　あやめホール
●出 演：市内朗読グループによる朗読
　「はなみずきの会」「あめんぼの会」「すずの会」「はなしんぼ」「文の会」
●朗読作品：石田衣良・作 「地の精」 ＊ 高田郁・作 「ムシヤシナイ」
　　　　　　宮部みゆき・作 「紙ふぶき」　他
●問合せ：南アルプス市立中央図書館　☎280－3300

市立図書館「第11回秋のひととき朗読会」開催のお知らせ

峡西病院 患者様・職員合同卓球大会 参加者募集
当院では、毎年心と体の健康のため「患者様・職員合同卓球大会」を開催

しております。今大会は、地域の有志の方をお誘いして、交流を深めたいと思います。初心者から
経験者まで、患者様たちと勝負してくださる方ならどなたでも大歓迎です。ぜひご参加下さい。
 ☆日時：11月15日（水） 9:00 ～ 15:00  　☆場所：峡西病院 作業療法室
 ☆連絡先：（有）アルプスポート　担当：小林　☎284-4825

①市民ディレクターズサロン
市民の企画内容を磨き上げ、情報交換や連携をすすめる市民の交流サロンです。
　◇日　時 … 11月７日(火)19:30 ～
　◇講　師 … 佐藤文昭先生（県立大学）
②特別企画ドネーションコンサート
　第29回　さらりと音楽談義　～ビオラとピアノの二重奏～
　市内在住の音楽家、藤原義章さんが、さまざまな事柄をモチーフに展
開する気楽な音楽談話会です。
　◇日　時 … 11月21日(火)19：00 ～
　◇参加費 … 500円（中学生以下無料）＋自由寄付
　◇主　催 … さとやまダモーレ

＊上記の会場・申込み…市民活動センター　☎282-7325

1公開「介護者のつどい」 やまびこの会設立25周年記念講演会
　●日時：11月23日(木) 13：30～16：00（開場13：00）
　●会場：櫛形生涯学習センター　あやめホール

　●内容：①映　画：「認知症と向き合う」　
　　　　　②講　演：「認知症の理解と援助」  講師  杉山孝博 先生
　●参加費：無料
2「オレンジカフェやまびこ」(認知症カフェ ) ～話に来ませんか？～
　●日　時：11月15日(水)　13：30 ～ 15：30
　●場　所：白根げんき館　　●参加費：200円
　●問合せ・申込み：やまびこの会　☎080-1091-8841(名取)
　　　　　　　　　   介 護 福 祉 課　☎282-7339

◎それぞれお問合せの際には電話番号をご確認の上、お間違いのないようにお願いします。

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

 ◉ 「11月の主なイベント」 紹介

★　3日（金）14：00 ～ 俳句教室
★　7日（火）14：00 ～ 雑学を学ぼう
★ 8日・22日（水）10：00 ～ 囲碁クラブ
★10日（金）14：00 ～ ふるさとの歴史講座
★11日（土）14：00 ～ 大正琴
★17日（金）14：00 ～ 民謡鑑賞
★24日（金）14：00 ～ ゆる体操
★28日（火）14：00 ～ ボランティアさんの講座
　詳細は社協ホームページをご覧ください。
　 コミュニティ―バス「峡西病院東」前　駐車場あります　住所：下宮地521-3　☎282-0821

Lunch
ボランティア
＠甲西主催

介護支援ボランティア活動受け入れ施設が追加されました

11
月

しゃきょんの
家だより

 成 年 後 見 制 度 相 談 会  （予約優先）
◇開催日：11月20日(月)　※毎月20日開催
◇時　間：13：30～15：30　　◇場　所：社会福祉協議会本所
◇相談員：社会福祉士　◇問合せ：成年後見センター  ☎283-8722

相談会
以外でも常
時相談を受付
ております

子育て相談体制の充実を目指して「子育て支援学習会を開催します」
子育て相談窓口一元化の事例を学び、当市に於ける課題を聞き、課題
認識と解決の糸口を探ります。
　♥日　時：11月28日（火）19：30 ～
　♡場　所：甲西農村環境改善センター（甲西支所北側）
　♥主　催：南アルプス市の子育てを考える会
　♡連絡先：さくらんぼ保育園　☎282-5154

★馬と人のミュージカル『ひまわりの願い』～ポニーくらぶメンバーと、馬たちによる馬上演技～
　譜日　時：12月3日(日) 10:30 ～ 11:30
　譜会　場：南アルプス市乗馬センターの馬場(塩前888)
生演奏は、証(あかし)さんです♪ 小・中学生が、作詞作曲を手掛け、ストーリーは中学生が考えました。
★森の歌会コンサート　譜同日： 12:00 ～ 13:00
証さんは、森の歌をうたい、自然の大切さを体験できるように日本全国を周っている『森のシンガーソングライター』です。
➡申込み、問合せ：南アルプス市乗馬センター　☎285-8181
※ポニーくらぶは、毎月3回、日曜日の午前中に活動をしています。子どもや馬好きの元気なボランティアさん募集中です！

■  ■  ■  パート介護職員募集  ■  ■  ■

■勤 務 先…デイサービスセンターわかくさ
■募集人員…若干名　　　■資　格…介護福祉士
　＊勤務形態、勤務時間、待遇、提出書類、面接予定日など詳細はお問い

合わせいただくか、もしくはホームページをご覧ください。
　■問合せ…総務課　☎283-8711


