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信濃町

掲 載 記 事
ふれあいいきいきサロン 
お知らせ 

⑵・⑶・⑷・⑸

これからの予定ほか 

２０１9年

⑴

⑹

３月号

古間・仲町お茶の間サロン

なごやか（仁の倉地区）

甲上町お茶の間サロン

福寿会（吹野地区）

原お手玉遊びの会

野尻地区お楽しみ会

地域でお互いにつながりをつくる集いの場として広がった
「ふれあいいきいきサロン」
は、
それぞれの地域の特性を生かして、町内各地で開催され、元気な地域づくりの一助となって
います。
社会福祉協議会は皆様の会費で支えられています。
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社会福祉協議会費へ
ご協力をお願いします

赤十字活動資金への
ご協力をお願いいたします

本会は、
「誰もが安心して暮らせるまちづ

社会福祉協議会費と合わせて、毎年４月に

くり」を目標として、地域福祉の推進を図る

組総代様を通じて、日本赤十字社への寄付

ことを目的とする公共性の高い民間団体です。

（１世帯あたり４５０円目安）をお願いしていま

毎年４月に組総代様を通じて、１世帯あた
り１，０００円の社協会費のご協力をお願いして
おります。

す。
毎年５００円以上の資金協力をしていただけ
る方で、日赤支援者として登録をご希望され

会費を納めていただくことで、すべての住
民の皆さまが地域福祉活動を支える一員とな
り、
「住民参加」による福祉のまちづくりの
発展につながっております。住民会費制度の

る方は活動資金納入時に登録をお願いいたし
ます。
ご協力は自由意思ですので、皆さまのご理
解とご協力をよろしくお願いいたします。

趣旨をご理解いただき、より多くの方に、会
員として社会福祉協議会を支えていただきま
すようお願い申し上げます。

社協賛助会員へのご協力
ありがとうございました

※会費のつかいみちについては、４月に
組総代様を通じて配布されるチラシを
ご覧いただくか、本会ホームページを
ご覧ください。

１０，
０００円

有限会社高遠電気商会

様

義援金のお知らせ
⃝平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 ６５，
６８５円
（２月８日現在） ２０１９年３月３１日まで受付
⃝平成３０年７月豪雨災害義援金 ３１２，６００円 ２０１９年６月２８日まで受付
⃝平成２９年７月５日からの大雨災害義援金 ２０１９年３月２９日まで受付
⃝東日本大震災義援金
⃝熊本地震災害義援金

２０１９年３月３１日まで受付
２０１９年３月３１日まで受付

⃝中東人道危機救援金 ２０１９年３月３１日まで受付
⃝バングラデシュ南部避難民救援金 ２０２０年３月３１日まで受付
▪受付

引き続きみなさまのご協力をお願いいたします。
信濃町社会福祉協議会窓口 月曜日から金曜日 午前８時３０分から午後５時１５分
お申込み・お問合せ
社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

電

話

０２６－２５５－５９２６  FAX
E-mail

０２６－２５５－６２４２

welfare@arion.ocn.ne.jp
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ボランティア活動保険の更新をお願いします。
現在、全国社会福祉協議会が実施している「ボランティア活動保険」に加入の方は、３月３１
日で補償期間が終了します。
（災害支援活動のため保険に加入された方も補償期間が終了します）
次年度も継続してボランティア活動保険に加入をご希望される方は、更新手続きをお願いい
たします。なお、グループでご加入の場合は、グループの代表者の方へ更新手続きのご案内を
させていただきましたので、ご確認ください。

▪補償対象 国内における自発的な意思による他人や社会に貢献する無償のボランティア活動

（社会福祉協議会に届け出た活動※内容によっては対象とならない活動もあります）
▪補償の対象となる事故 ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故
▪補償期間
▪保険掛金

２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日
Ａプランの場合：一人あたり（年間）３５０円

赤い羽根共同募金運動
１０月１日よりみなさまにご協力いただきました赤い羽根共同募金は２，
１４８，
８８５円（２月８日
現在）となりました。
お預かりしました募金は、次のように平成３１年度に活用されます。
▪信濃町の地域福祉事業に １，６９１，
８８５円
（内訳）いきいきねんりんのつどい（地区敬老会）
希望の旅（障がいをお持ちの方の外出事業）
▪県内施設や災害支援積立金に ４５７，
０００円
（県内社会福祉施設の備品整備や災害時被災地の避難所や災害ボランティアセンター運営に
つかわれています）

皆さまのご寄付、
ありがとうございました。

寄付（受付順）
匿名希望

様

紙オムツ

匿名希望

様

５，０００円
タオル

臼田純一
中村 力

様
様

紙オムツ
米３０㎏

様
様
様
様
様

１０，
０００円
米３０㎏・衣類
米３０㎏

様
様
様

匿名希望
匿名希望

様
様

紙オムツ
パット

匿名希望
匿名希望

様
様

車いす・衣類
９，２７１円

匿名希望
匿名希望
小林京子
匿名希望
匿名希望

５０，０００円
タオル
１４，５７０円

匿名希望
匿名希望
青森黒石

１１，４６４円

信濃村教会

匿名希望 様
匿名希望 様
５６分団長会 様
信濃電気製錬㈱

様

米３０㎏
紙オムツ
紙オムツ・パット
車いす・押し車
１０，
０００円
様

１５，
０００円
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車いす対応車両の貸出しをいたします
車いすを利用している方の外出や社会参加の促進を図るために、車いす対応車両の貸出を行ってい
ます。
▪利用可能日時

月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）
午前９時～午後５時まで（当日返却となります）

▪利 用 料

４時間まで

▪利用の手続き
▶お問合せ

５００円

４時間から８時間まで

原則利用日の３日前までに本会指定様式をご提出いただきます。

信濃町社会福祉協議会

担当：宮澤

生活資金等
貸付制度をご活用ください

お楽しみランチはいかがですか？
栄養バランスの整ったお弁当を配達しています。
▪配 達 日

毎週水曜日
（祝祭日・年末年始を除く）
午前１１時から１２時までの間

▪利用できる方

所得の少ない世帯、障がい者や高齢者世帯な
どに、生活の安定と経済的自立を図ることを目

６５歳以上の一人暮らしの方、

的に、必要な資金の貸付を行う制度です。

６５歳以上の方のみの世帯など
▪利 用 料 １食３００円（町より補助があります）
▪利用方法

１，
０００円

福祉資金、教育支援資金、総合支援資金、不
動産担保型資金の４種類があります。
それぞれの資金には貸付条件がありますの

申請が必要です。ご希望の方は、

で、世帯の状況をお伺いし相談をすすめます。

下記へお問合せください。
▶お申込み・お問合せ

詳しくはお問合せください。

信濃町社会福祉協議会



担当：宮澤

▶お問合せ 信濃町社会福祉協議会 担当：佐藤

生活のお困りごと、お悩みごとをご相談ください
仕事が長く続かない、新しい就労先が見つからない、生活費が足りない、借金の心配がある等、今
の生活に不安がある方など、おひとりで悩まずに、まずはご相談ください。秘密は固く守られますの
でご安心ください。相談料は無料です。
▪長野県長野生活就労支援センター
長野市若里３－１０－３１

“ まいさぽ信州ながの ”

大幸ビル２階

電話 ０２６－２６７－７０８８

▪信濃町社会福祉協議会（まいさぽ出張相談所）
信濃町大字柏原４２９－１７

電話 ０２６－２５５－５９２６

月曜日から金曜日（祝祭日・年末年始を除く） 午前８時３０分から午後５時１５分まで
▶お問合せ

信濃町社会福祉協議会

担当：佐藤

人権擁護委員による心配ごと相談所
日常生活でのさまざまな困りごとや悩みごと、どこに相談したらよいか
分からないなどの心配ごとの相談を受け付けています。
相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご利用ください。
▪期

日

平成３１年４月１１日（木） 午前９時から１２時

▪会

場

総合会館

▪相談料
▶お問合せ

無料

１階

会議室

※予約は不要です

信濃町社会福祉協議会

担当：佐藤
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お買い物サロンのご案内

どなたでもご来場いただけます。みなさまのお越しをお待ちしております。
▪３月からの予定

３月

８日（金） ２７日（水）

４月

１２日（金） ２４日（水）

午前９時３０分～１１時

▪会

場

地域交流施設（旧古間小学校）

▪出

店

早川百貨店（食料品・日用品ほか）

信陽食品㈱信濃町支店（即席麺・菓子ほか）

弁天食品（お惣菜・パン）

小林衣料店（衣料品）

ひだまりセンター（喫茶）

介護ショップ一期（食料品・日用品ほか）

まつりや（和洋菓子・パン）

ヤクルト北信販売店（飲料・乳製品ほか）

迎

▪送

65歳以上の方や、障がいをお持ちの方の送迎をいたします。
（無料）
お気軽にお申し出ください。

ちょこサポ大募集

ペットボトルキャップを集めています！

（ちょこっとお助けサポーター）
高齢の方や障がいをお持ちの方など、支援
が必要な方のちょっとしたお困りごとをお手
伝いするサポーターです。
▪活動内容
①ごみ出し
（可燃・容器包装プラスチック）
②買い物代行
▪活動場所・活動日

活動可能な場所や日程
をお伺いします。

▪そ の 他 活動先や活動日などの調整は社
会福祉協議会で行います。
▶お申込み・お問合せ 信濃町社会福祉協議会


担当：佐藤

～エコキャップ回収運動～
世界の子どもたちへポリオワクチン
（キャップ約８６０個でワクチン１本）を届ける
ためにエコキャップ回収運動をしています。
～みなさまへお願い～
▪回収しているもの
清涼飲料水のペットボトルキャップ
（調 味料や紙パック、お酒などのキャップ
は回収できません）

▪方法
軽く洗い、キャンペーン用シールや値札を
はがし、社会福祉協議会窓口または町内各
所に設置している回収箱へお持ちください。
▶お問合せ 信濃町社会福祉協議会 担当：戸田

お申込み・お問合せ
社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

電

話

０２６－２５５－５９２６  FAX
E-mail

０２６－２５５－６２４２

welfare@arion.ocn.ne.jp
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これからの 予定
お楽しみランチ（毎週水曜日）
３月６日（水）、１３日（水）、
２０日（水）、２７日（水）
４月３日（水）、１０日（水）、
１７日（水）、２４日（水）

お買い物サロン（午前９時３０分から１１時）
３月８日（金）
、２７日（水）
４月１２日（金）
、２４日（水）
ふ

じ

さと

こ

富士の里っ子カフェ
３月１５日（金）
、４月１９日（金）

ボランティアぬくもり会総会
３月２日（土）

信濃町ボランティア交流会
３月５日（火）

ボランティアひまわり会総会
３月６日（水）

弁護士による法律相談
３月８日（金）

ふれあい昼食会
３月１２日（火）

家族介護者リフレッシュ
３月１３日（水）

ボランティアやよい会総会
３月１８日（月）

赤十字奉仕団総会
３月２０日（水）

信濃町遺族会総会
４月４日（木）

信濃町老人クラブ連合会総会
４月１０日（木）

人権擁護委員による心配ごと相談所
４月１１日（木）

上水内郡戦没者慰霊法要
４月１８日（木）

お茶の間サロン
なごやか（仁の倉地区） ３月８日（金） 熊倉お茶の間サロン
ふなだけ友の会
３月１５日（金） 稲付お茶の間サロン
御料お楽しみ会
３月２８日（木） いきいきサロン荒セ原
甲上町お茶の間サロン
３月２２日（金）
・４月２６日（金）

３月１２日（火）
３月１８日（月）
３月２９日（金）

フードドライブのお知らせ
ご家庭で眠っている食品をお持ち寄りいただき、町内や県内の生活に困窮されている方や福祉施設
などに寄付する事業です。ご不明な点は、下記へお問合せください。
▪受付日時 ３月５日（火）午後１時～午後１時３０分 ※ボランティア交流会同日開催
▪場
所 地域交流施設玄関付近
▪お寄せいただきたいもの 缶詰や瓶詰・カップ麺・レトルト食品、飲料等
（自家製の瓶詰等は受付できません）
上記のうち、以下の条件を満たすもの
• 賞味期限が明記され、１カ月以上の期間があるもの
• 未開封で包装等に破損のないもの
※せっかくご持参いただいても、お持ち帰りいただく場合もありますので、予めご了承ください。
▶お問合せ 信濃町社会福祉協議会 担当：佐藤 電話 ２５５－５９２６
社 会 福 祉 法 人

みんなでつくろう
福祉のまちづくり

信濃町社会福祉協議会

〒389-1305長野県上水内郡信濃町柏原４２９－１７
☎０２６－２５５－５９２６ FAX０２６－２５５－６２４２
E-mail welfare@arion.ocn.ne.jp
URL http://www.v-c-shinano.or.jp

「社協だより」の感想、福祉に関して知りたいこと・疑問に思っていることなど、皆さんの声をお寄せください。
社協だよりは共同募金の配分金で発行されています。

