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南ヶ原区のふれあ
い夏祭り‼皆で流
しそうめん☆

天池区の世代間交
流でピザ作りに
チャレンジ‼

1

今号の主な内容
▼ ▼ ▼ ▼ ▼

今夏は厳しい猛暑が続きました
が、暑さに負けず、元気な子供た
ちの姿！写真は世代間交流の様子
です。
南ヶ原区…「ふれあい夏祭り」
では、流しそうめん、レタス早食
い、牛乳早飲み、魚つかみ取りな
ど盛り沢山で、ダンスのステージ
発表もありました♪
天池区…みはらし交流館にてピ
ザ・パスタ作りが行われ「美味し
くできたよ！」と笑顔で食事会を
楽しんでいました。

社協会費納入のお願い
赤い羽根共同募金のお願い
地域福祉活動計画策定委員会の紹介
小諸市社会福祉大会のご案内
希望の旅のご案内

この広報誌は、社協会費及び共同募金配分金
により発行されています。
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社協会費納入のお願い
日頃より、小諸市社会福祉協議会の運営にご理解・ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
平成25年度社会福祉協議会会費の納入をよろしくお願いいたします。
○社協会費の使われ方
20％が各区に還元され、地域の特性に合わせたまちづくりの活動源となります。
まちづくり
20％

各区で集められた
会費のうち、20％
が各区へ還元され
ます。

地域福祉向上のための事業
80％

独居高齢者交流事業・障害者希望の旅事業
社会福祉大会開催…31.4％
法人運営事業・社協報発行事業…19％
ボランティアセンター事業・その他…29.6％

社会福祉協議会（通称、社協）は、社会福祉法第109条に「地域福祉の推進を図ること。
」
を目的として規定されている公益的、自主的な社会福祉法人です。
社協会費は、社協の活動を支える重要な活動財源となっています。
社協では、今後とも地域福祉の増進に向けて、ご期待にこたえるべく努力して参ります。

皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。
あたたかいご寄附をありがとうございました
平成25年６月１日〜平成25年７月31日までに頂きましたご寄附の紹介をします。
（寄附品：寄附金、花、その他）
・中山尚武 様
・森山徹 様
・山口志づ子 様
・一宮喜久雄 様
・セントラルフーズ㈱ 様
・匿名希望者（３名）様
（順不同）
＊ 小諸市ボランティアセンター発行の「ボランティアこもろ」で掲載させていただいた方に
ついては、割愛させていただきます。ご了承くださいますよう、よろしくお願いします。

〜東日本大震災関係の寄付〜
・小諸市国際交流フェスティバル実行委員会
・佐久地区労働者福祉協議会 様

様
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ヘルスアップセミナーのご案内
高齢者の方の寝たきり原因になりやすい４つの疾患（脳血管疾患、骨粗しょう症、認知
症、関節疾患）についての教室です。今年度は年間を通して、シリーズ１〜４で開催します
（シリーズ１については大好評で終了を致しました）
。小諸市内在住の60歳以上の方のご参
加をお待ちしております。
シリーズ２ 『50代からの生活習慣病（脳血管疾患）対策』
日 時
９月18日（水）
10月２日（水）
10月16日（水）
10月30日（水）

内 容
講 師
総論「脳血管疾患って何？」
小諸市地域包括支援センター職員
運動「体を守る運動のすすめ」
高齢福祉課 佐藤理学療法士
口腔「健口で幸せ噛みしめて」
高齢福祉課 小山歯科衛生士
栄養「しなやかな血管に‼」
高齢福祉課 丸山管理栄養士
まとめ「脳血管疾患を抱えながら生
11月６日（水）
小諸市地域包括支援センター職員
活していくためには…？」

時間：10時30分〜11時30分 場所：高齢者福祉センター糠塚園
申込み不要・入場無料です‼
【問合せ先】小諸市社会福祉協議会

地域福祉係

TEL：25-7337（担当：土屋（美）
）

『在宅介護者のつどい』〜あなたの元気が介護の源〜
在宅介護者の方に、介護に関する相談や介護者同士の交流等により、心も身体もリフレッ
シュしていただき、明日からの介護に対する活力を養っていただくことを目的とした事業で
す。
対象者：要介護１以上の方を現在在宅で介護されている市内在住の方
※男性限定内容については、要支援１以上の方を介護されている方
定 員：毎回20名程度

第３回
第４回
第５回

日時
内容
10月18日（金）
講演会
10：00〜12：00 〈認知症との付き合い方〉
11月11日（月）
温泉・食事（夜）
19：00〜21：00 〈心と体のリフレッシュ〉
12月19日（木）
11：30〜13：00

男性限定
〈口腔のミニ勉強会〉

場所

参加費

糠塚園

無料

菱野温泉・常盤館

2,000円

レストラン

車留夢

1,000円

【申込み・問合せ先】小諸市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL：25-7337（担当：土屋（美））

毎月末
隣組回覧
で発行

健康達人つうしん
介護予防の意識啓発の取り組みとして毎月発行しておりますが、
ご覧頂きましたか。地域で開催されている「健康達人区らぶ」の内
容紹介にとどまらず、皆様の健康維持に役立つ情報を掲載していき
たいと考えております。今後もぜひご覧ください！

【問合せ先】小諸市社会福祉協議会
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地域福祉係

ラ

ブ

TEL：25-7337（担当：菊池）

（このページの事業はみなさんの介護保険料が使われております。）
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小諸市社会福祉大会

氏
日

時

2013年10月27日（日） 13：00〜15：30

会

場

小諸市文化センター（乙女湖公園内） 入場無料・託児有

市民の皆様のご参加を心よりお待ちしております︒

由美子

）

演

矢崎

（

兵庫県在住、骨髄バンクボラン
ティア、阪神大震災の語り部

講

師

骨髄バンクボランティアや阪神大震災の被災体験を通し〝命の重みと人
のやさしさ〟〝ボランティア〟〝子供達の可能性や高齢者の勇気〟などを
テーマに熱く人間味があふれる関西弁で何処にでも居る一人の母親の立
場で語ります︒

講

﹃被災者として 気付いた多くの事柄︒
ボランティアに する人受ける人の配役はありません︒﹄

大会のテーマ「市民活動、素敵な出会い」

主催：小諸市・小諸市社会福祉協議会・長野県共同募金会小諸市支会
後

援（順不同・敬称略）
小諸市議会・小諸市教育委員会・小諸市公民館・小諸市区長会・小諸市高齢者クラブ連
合会・小諸市民生児童委員協議会・小諸市赤十字奉仕団・北佐久保護司会小諸分区・小
諸市身体障害者福祉協会・小諸市遺族会・小諸市手をつなぐ親の会・小諸市青少年育成
会連合会・小諸市青少年補導委員会・小諸市体育協会・佐久浅間農業協同組合・小諸
ロータリークラブ・小諸浅間ロータリークラブ・小諸ライオンズクラブ・国際ソロプチ
ミスト小諸・小諸市保育協会・部落解放同盟小諸市協議会・全日本同和会小諸支部・小
諸市更生保護女性の会・小諸交通安全協会・小諸市消防団・小諸市女性団体連絡協議
会・小諸市母子寡婦福祉会・小諸女性ネット・小諸商工会議所・小諸青年会議所・小諸
市保健推進員会・小諸市文化協会・小諸市PTA連合会・小諸市セーフコミュニティ推
進協議会

お問い合わせ・託児申込み先

小諸市社会福祉協議会

〒384-0016 長野県小諸市八幡町3-1-17
電話 0267-25-7337 ＦＡＸ：0267-25-5332
E-ｍail：k-syakyo@ctknet.ne.jp URL：http://www.k-syakyo.org/
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小諸市NPO・ボランティア交流集会が同時開催されます。
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進む‼
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小諸市地域福祉活動計画‼

小諸市社会福祉協議会では、小諸市地域福祉活動計画策定にあたり、策定委員の
一般公募や関係機関からの推薦にて委員の募集を行ってまいりました。この度、策
定委員が決まりましたので、ご紹介をさせていただきます。
また、これから策定委員と共に、小諸市の地域福祉の向上を目指し、地域福祉活
動計画を作成してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
【策定委員紹介】
氏名（敬称略、五十音順）
小川 島子
坂本 嘉弘
相良 治子
竹中 正文
田中 千枝
中村 英三
中山 喜重
西川 宏
福島 鶴子
牧野 和人
松本 文一
三島 久樹
村上 栄紀
望月 健一
山本 眞六

所
属
小諸市精神障害者家族会はこべ会
小諸市手をつなぐ親の会
一般公募
佐久広域連合障害者相談支援センター
小諸市身体障害者福祉協会
長野大学社会福祉学部
おもちゃなおし隊こもろ
小諸市介護保険事業者等連絡会
小諸市社会福祉協議会理事
小諸市高齢者クラブ連合会
小諸市公民館
小諸市PTA連合会
小諸市福祉事務所
小諸市民生児童委員協議会
小諸市区長会

【相談役・アドバイザー紹介】
同志社大学 社会福祉学科 教授
上野谷 加代子 氏
同志社大学社会福祉学科で教授をしております上野谷加代子
と申します。この度、小諸市社会福祉協議会における地域福祉
活動計画策定相談役として参加させていただきます。
地域福祉は参加と協働の結果として地域につくり上げられる
ものだと考えております。常に活動の積み重ねの繰り返しに
よって成り立つのです。その活動の中心となるような活動計画
が策定されるよう協力をしていければと思います。どうぞ、よ
ろしくお願いいたします。

長野県社会福祉協議会
小林 博明 氏
長野県社会福祉協議会の小林博明と申します。小諸市地域福
祉活動計画策定に向けてアドバイザーとして微力ではございま
すが、助言をさせていただいております。
小諸市が、誰もが住みやすいまちとして、地域福祉の向上が
できればと考えております。どうぞ、よろしくお願い申し上げ
ます。

【問合せ】小諸市社会福祉協議会 地域福祉係 （担当：金箱）TEL：25-7337
E-mail：k-syakyo@ctknet.ne.jp URL：http://www.k-syakyo.org/
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赤い羽根共同募金
今年度も10月１日より全国一斉に共同募金運動が始まります。
毎年皆様の温かい御協力を誠にありがとうございます。
小諸市の皆様から寄せられた善意の募金は、長野県共同募金会に収納された後、
県共同募金会から県内の障がい児・者施設や高齢者施設などの福祉施設へ、また共
同募金会小諸市支会よりボランティア団体や各地域などに配分されます。
（詳細については、９月26日配布の全戸ちらしにて記載しています。）

赤い羽根共同募金配分事業を公募します
《助成対象》
自分の地域を良くしようと取り組んでいる、ボランティア団体及び行政区が対象
となります。
《支援の種類》
・ボランティア団体の支援（ボランティア・市民活動育成事業）
① 講演会・研修会・行事の開催費
② 研究費、広報誌等の啓発活動費
③ 活動に係る備品や消耗品費の購入など
・行政区への支援（地区活動費補助金事業）…上限５万円
① 区民全員が活用する施設等の整備拡充費
② 区民を対象とした行事や活動（世代間交流事業・区内
の見守り活動等）における備品代等
《募集期間》
平成25年10月１日（月）〜平成25年11月15日（金）
《助成決定までの手順》
長野県共同募金会小諸市支会の配分検討委員会にて審査を行い、決定します。
・ボランティア団体：平成25年12月中に結果をお知らせし、平成26年６月に配分
します。
・行政区：平成25年度12月中に結果をお知らせし、平成25年12月中に配分します。
◇問い合わせ◇
〒384-0016 小諸市八幡町3-1-17
共同募金会小諸市支会（小諸市社会福祉協議会内）
電話 0267-25-7337
FAX 0267-25-5332

赤い羽根通信 こもろNo.2
赤い羽根共同募金の使い道について、今号もお伝えしていきます。
今号にも掲載しております『小諸市社会福祉大会』、『希望の旅』、『介護応援セミ
ナー』
、そして『社協情報こもろ発行』に赤い羽根共同募金の配分金が使われてい
ます。
6
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社協事業紹介

〜シリーズ②〜

居宅介護支援事業
小諸市社協ホームヘルパーステーション
主な業務内容
居宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、心身の状況、ご本人、家族の希望等を考慮し
介護サービス計画（ケアプラン）の作成を行います。
＊居宅介護サービス計画（介護プラン）の作成
＊予防介護サービス計画（介護予防ケアプラン）の作成
＊介護にかかわる相談援助、要介護認定の申請手続きの代行
＊サービス事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介
＊その他要介護者等の自立に必要な援助

費用について
＊要介護認定申請の手続き代行やケアプランの作成などの居宅介護支援事業については、自己
負担はありません（無料です）。

問合せ先：小諸市社会福祉協議会 相談支援係 （担当：青井）
TEL：25-5330
FAX：25-5332

指定相談支援事業
小諸市社協

ホワイトぽてと

指定特定・障害児相談支援事業所（計画相談支援・基本相談支援）
障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利
用に向けてケアマネジメントによりきめ細かく支援を行う事業所です。
サービス内容：サービス等利用計画の作成、支給決定後のサービス等利用計画の見直し

指定一般相談支援事業所（地域相談支援＝地域移行支援・地域定着支援、基本相談
地域相談支援＝地域移行支援・地域定着支援、基本相談）
）
サービス内容
地域移行支援：入所施設、精神科病院等からの退所・退院に当たって支援を要する方に、
入所施設、精神科病院等の地域移行の取組みと連携し地域移行に向けた支援
地域定着支援：入所施設、精神科病院から退所・退院した方、家族との同居から一人暮らしに
移行した方、地域生活が不安定な方等に対し、地域生活を継続していくための
支援

費用について
＊計画相談・地域相談支援については、自己負担はありません（無料です）。

問合せ先：小諸市社会福祉協議会 相談支援係 （担当：土屋（千））
TEL：25-7337
FAX：25-5332
7
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介護応援セミナー
対 象 者
集合場所
参 加 費
定
員

小諸市民の皆様
小諸市社会福祉協議会
無 料
各10名（先着順）

日 時
平成25年11月11日（月）
13：20集合（16：00終了予定）
平成25年11月12日（火）
13：20集合（16：00終了予定）

高齢者施設見学会

駐車場

見学先
◆メディトピア小諸
◆グループホーム柳橋
◆宅幼老所いずみ

※どちらかの日にちを選び、お申込みください。電話２５-７３３７（担当：大井）

「希望の旅」参加者募集
日ごろ外出の機会が少ない障がい者の方を対象に、
「希望の旅」事
業を実施します。
車イスのままでも乗れるバスでの日帰り旅行です。
期 日 ①平成25年10月12日（土）
②平成25年10月24日（木）
※どちらかの日にちをお選びください。
行き先 小布施と国宝善光寺参拝
参加費 一人2,500円
定 員 ①、②共に30名づつ（最小決行人数10名）
※申込締切９月27日（金） 応募者多数の場合は抽選になります。その場合は10月３日付
お知らせの発送をもって発表にかえさせていただきます。
申込先 小諸市社会福祉協議会（担当：土屋（美））電話 25-7337 FAX 25-5332

クイズ

社協クイズLetʼsチャレンジ!!!

★図書カードプレゼント★

赤い羽根共同募金のキャラクターの名前はなんでしょうか??
①愛ちゃんと平和くん ②愛ちゃんと希望くん
③愛ちゃんと笑顔くん ④愛ちゃんと光くん

応募方法
①クイズの答え②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥社協へのご意
見・ご要望⑦社協情報こもろの感想を添えて社協までハガキか
メールでお送りください。
正解者の中から抽選で３名の方に図書カードをプレゼント致します（当選者の発表は、景
品の発送をもってかえさせていただきます）。
E-mail k-syakyo@ctknet.ne.jp
応募締切 ９月30日（月）まで
電
話 25-7337（担当：櫻井）

編集後記
社協情報こもろ９月号も皆様の協力で発行できたこと感謝申し上げます。
職場のデスクから見える窓越しにキウイフルーツが一つ実になっています。キウイフルー
ツと言えば南国の果実であり、又おしべとめしべがあって実になる物ですが、実は窓越しに
見えるのはめしべのみ。おしべは玄関先にあります。たった一つの実になっているのは遠距
離恋愛でなったものでしょうか？ 少し頬がゆるみますね。
（広報委員 青井）
8

