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小諸市社会福祉協議会

小諸市八幡町3-1-17

電話 25-7337

FAX 25-5332

E-mail:k-syakyo@ctknet.ne.jp

URL:http://www.k-syakyo.org/

▼ 新年のご挨拶

▼ 赤い羽根共同募金の御礼

▼ 地域福祉活動計画

　 ・策定委員会報告

　 ・住民・団体意見交換会報告

▼ 社協事業紹介

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。

今号の主な内容今号の主な内容今号の主な内容今号の主な内容

11月28日に開催されま
した健康達人大久保区
らぶ終了後の新そば打
ち会の様子です♪

新年のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。
　市民の皆様方におかれましては、新年を健やかにお迎
えのことと心よりお慶び申しあげます。
　私ども小諸市社会福祉協議会は、今後も誰もが住み慣
れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりの推進
に、より一層の努力をしてまいる所存です。本年も何卒
皆様の温かい、ご支援とご協力をいただきますようお願
い申しあげます。
　皆様にとって、幸せで佳き年でありま
すよう、心からご祈念申し上げ新年のご
挨拶とさせていただきます。

 小諸市社会福祉協議会
 会長　　髙橋　嗣治　
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社協会費・社協会費・赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

社協会費・赤い羽根共同募金は様々な事業に使われています社協会費・赤い羽根共同募金は様々な事業に使われています

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました
社協会費

普通会費 8,416,000円

賛助会費  172,200円

そ の 他  12,600円

総　　額 8,600,800円

赤い羽根共同募金
法人募金 1,236,920円
戸別募金 4,854,889円
学校募金  51,305円
職域募金  143,544円
イベント募金  27,011円
街頭募金  12,107円
その他募金  307,605円
総　額 6,633,381円

（Ｈ25.12.27現在）

障がい者　希望の旅障がい者　希望の旅 ひとり暮らし高齢者交流事業ひとり暮らし高齢者交流事業

小中学生　福祉学習小中学生　福祉学習 ふれあいまつり障がい者作品展示会ふれあいまつり障がい者作品展示会

介護応援セミナー介護応援セミナー 社会福祉大会社会福祉大会
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日　時 内　容

平成26年 1月27日㈪
13：30～15：00

福祉用具の講習・体験
平成26年 2月19日㈬
13：30～15：00

 ※途中参加、途中退出　可

【参加申込み・問合せ】
小諸市社会福祉協議会　地域福祉係
担当：塩川・櫻井　　電話　25－7337

介護応援セミナーは『赤い羽根共同募金』の配分金により開催しています

介護応援セミナーに参加しませんか？介護応援セミナーに参加しませんか？
◆ 福祉用具講習・体験会を実施します ◆

対象者 小諸市民の皆様
会　場 高齢者福祉センター糠塚園
参加費 無　料

あたたかいご寄附をありがとうございましたあたたかいご寄附をありがとうございました
社協受付分 （順不同）　　期間：平成25年10月 5日～12月12日
・長野県自動車整備振興会小諸分会青年部 様　・髙野郁夫 様　・土屋洋亮 様
・甘利光子 様　・上野智栄子 様　・中山尚武 様　・粟野和子 様
・ひばりヶ丘区（チャリティーバザー） 様　・ふれあいまつり実行委員会 様
・長野沖電気㈱／㈱OKIハイテック 様　・匿名希望者（5名） 様
（寄付品：寄付金、米、花、その他）

～東日本大震災関係の寄付～
　小諸市NPO・ボランティア交流集会実行委員会 様、マンズワイン㈱ 様

小諸市ボランティアセンター受付分 （順不同）　期間：平成25年10月 5日～11月30日
・小林辰男 様　・小山 様　・塩川公子 様　・佐藤茂 様　・各務雄太 様
・佐藤紀代恵 様　・横沢 様　・山浦光陽 様　・小山まさ江 様　・武藤勝光 様
・白鳥幸江 様　・渡辺けさ子 様　・髙木美希子 様　・一井正樹 様　・鈴木良子 様
・小諸市更正保護女性の会 様　・御幸町キャップの会 様　・つくしの会 様
・ドリームボックス 佐藤千月 様　・小諸童謡唱歌をうたう会 様　・わかば薬局 様
・ツルヤみかげ店 様　・長野自動車整備振興会小諸分会青年部 様
・小諸看護専門学校 様　・小諸市役所 様　・匿名希望者（14名） 様
（寄付品：年賀ハガキ、古切手、エコキャップ、ふれあいまつりバザー用品、ベルマーク、
古布、ハガキ、はっとくシール、ボランティアセンター協力金 他）
～エコキャップ寄付のお願い～
　　　 シールをはがしていないエコキャップ、汚れがひどいエコキャップは受け付けでき

ませんので、ご理解の上、ご協力お願い致します。
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ふれあいまつり・障がい者作品展示会は12月 3日から 9日までの
「障がい者週間」にあわせ12月8日㈰に開催され、今年で34回を迎えることができました。
　ボランティアや施設関係者などから組織されている実行委員の皆さんの企画によ
り、今年も楽しいイベントをたくさん盛り込み、盛大に開催することができました。
更に、天候にも恵まれおよそ600人の皆さんにご来場していただけました。当日の様
子を一部ご紹介します。（順不同・敬称略）

抽選会の景品及びバザーの商品などご寄付いただきました皆さん （順不同・敬称略）
SO日本・長野小諸設立準備委員会／海応院／青建設計㈱／ろうきん小諸支店／万年堂㈱／富士屋醸造
㈲／㈱フローレン／アゲハヤ靴店／ロビン／佐藤みち子／上田信用金庫小諸支店／山浦管工㈱／渡辺け
さ子／小諸浅間ロータリークラブ／大和屋紙店／小諸ロータリークラブ／柳良㈱／㈱小諸ガス／竹花工
業㈱／共栄建設工業㈱／㈱明徳／藤森住建㈱／浅麓開発協働公社／香坂建設㈱／堀越建設㈱／谷建設㈱
／ヨダ印刷サービス㈱／エースカメラ／田澤米穀店／スズキ自販長野㈱小諸営業所／小諸ランナーズ／
㈱コトブキ／小諸市女性団体連絡協議会／コモロ防災／越中屋商店／夢屋小諸御影店／岸田商店／肉幸
㈲／シフォンケーキＭeＭe／こうじや商店／㈱千曲物流／みすず幼稚園／モチーフの会／茶和園／酢
久商店／ガールスカウト／匿名希望者
 ご協力ありがとうございました

コーナー
それぞれの団体から手作りの商品がズラリと並びま
した。
SO日本・長野小諸設立準備委員会／ワークポート
野岸の丘／女性団体連絡協議会／小諸学舎／小諸み
かげ／しののめ作業所／やまびこ園／手をつなぐ親
の会／小諸市身体障害者福祉協会／愛灯園／コトブ
キ／味工房こもろ
すみれ／あしなみ
会／生活リフレッ
シュ／こだまの会
／小諸手話サーク
ル／モチーフの会
／表千家流坂本社
中

作品展

今年も力作揃い。
作品ひとつひとつ
に思いが込められ
ていました。

抽選会

色々な景品があり
喜んでいただけま
した。

ステージ発表
ハーモニカ演奏やダンスなどを新たに
加え、迫力あり、笑いあり、感動あり
の発表でした。
佐久ろうあ太鼓／小諸手話サークル／
小諸みかげ／みすず幼稚園／やまびこ
園／小諸学舎／マジックショー／レイ
ンボークローバー／めぐみ会／うらら
フラガー
ル ズ ／
ARK ジ
ュナダン
ススクー
ルピンク
グレープ
フルーツ

バザー
皆さんからご寄付いただいた商品、あっとい
う間に完売でした。
国際ソロプ
チミスト小
諸／その他
協力者

模擬店
美味しかったです。
高齢者クラ
ブ連合会／
おむすび作
業所／ガー
ルスカウト
／こもろ女
性の会
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なお、皆様より幅広くご意見をいただき策定に向けての参考とさせていただきたいと考え
ております。ご意見等ございましたらお気軽に電話、FAX、メールにてご連絡ください。

小諸市地域福祉活動計画策定は地域の支え合いのための計画です。
より多くの意見を計画に反映させるために「意見交換会」を実施しました。
なお、今後の予定は次のページにカレー作りに例えたマンガ「みんなの声
を聞く」にしてありますので、読んでみてください。

市内を10ブロックに分け、意見交換会を実施しました。総勢170人以上の方々に参加

いただき、住んでいる区の良いところや困りごとなどに関して活発な意見交換をする

ことができました。

【住民意見交換会】

これまで意見をお聞きした団体（計12団体）
モチーフの会、ぷれジョブチャンスこもろ、おもちゃなおし隊こもろ、小諸手話サー

クル、健康達人小原区らぶ、小諸市手をつなぐ親の会、小諸市身体障害者福祉協会、

小諸市PTA連合会、小諸商業高等学校ボランティア部、小諸市精神障がい者家族会

はこべ会、小諸市高齢者クラブ連合会、コアラの会 （順不同・敬称略）

【団体意見交換会】
市内で活動されている団体のうち、12団体にご協力いただき、意見交換会を実施しま

した。活動の現状や今後の活動に関する心配事などに関して意見交換をすることがで

きました。

【テーマ】
私の地域の良いところ、今後こ
うなるといいなと思うところ♪
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地域福祉活動計画をカレーに例えると？

『みんなの声を聞く』の巻
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 社協事業紹介 ～シリーズ④～

　社協では、市民の皆様へ車いすごと乗車できるリフト付き自動車を貸し出し　社協では、市民の皆様へ車いすごと乗車できるリフト付き自動車を貸し出し

ております。ております。

　このリフト付き自動車は普通免許で運転できますので、通院や、ご家族・ご　このリフト付き自動車は普通免許で運転できますので、通院や、ご家族・ご

友人とのリフレッシュ等にご利用ください。（オートマチック車友人とのリフレッシュ等にご利用ください。（オートマチック車22台）台）

ご利用対象者についてご利用対象者について
　　 市内に在住し、公共交通機関等の利用が困難な車いすご利用の方および歩　　 市内に在住し、公共交通機関等の利用が困難な車いすご利用の方および歩

行困難な方（但し対象者が市外在住であっても、運転者が市内在住であれ行困難な方（但し対象者が市外在住であっても、運転者が市内在住であれ

ば可）ば可）

ご利用時間についてご利用時間について
　　○○88時時3030分～分～1717時時1515分分

運行範囲について運行範囲について
　　○○小諸市内若しくは近隣市町村まで小諸市内若しくは近隣市町村まで

ご利用料についてご利用料について
　　○○保険・燃料費等として走行距離保険・燃料費等として走行距離11キロあたりキロあたり5050円円

運転者について運転者について
　　○○ご利用者側で確保してください。ご利用者側で確保してください。

お申込方法についてお申込方法について
　　○ ○ 電話 電話 2525－－73377337（総務係）担当：渡辺（総務係）担当：渡辺まで事前予まで事前予

約の上、社協窓口にてお申し込みください。約の上、社協窓口にてお申し込みください。

平成25年度日赤小諸市地区社資納入額は、6,625,150円となりました。

ご協力ありがとうございました。

この社資は、災害救護活動・青少年赤十字活動・赤十字奉仕団活動・国際活動・

看護師養成・救急法の講習会等に役立てられております。引き続き、日赤活動資

金へのご協力をお願いいたします。

 日赤長野県支部日赤小諸市地区事務局（小諸市社会福祉協議会内）

 電話　25－7337　　担当：総務係　佐藤（良）

平成25年度より日赤事務局が小諸市より小諸市社会福祉協
議会へ移管になりました。

リフト付き軽自動車貸出のご案内
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編集後記

　新年あけましておめでとうございます。皆さま様々な想いで新年を迎えたことと思いま
す。気持ちの持ちようは不思議なもので、普段何気なく目にするものでも、そのときの気
持ちによっては、格段きれいに見えてしまう場合がありますね。私が忘れられないのは、
冬に入り始めの星空です。夜、何かに心弾ませはしゃいで玄関を開けた瞬間、ふと見上げ
た夜空から、たくさんの星が降っているように見えたのです。星の数はいつも変わらない
のに、その晩は夜空いっぱいの星が瞬いて見え、まさに星降る夜に思えたのです。時には
星空を見上げ首のこりも取りながら、そんなことも思い出し、今年も心弾ます一年を過ご
していきたいものと思います。 （広報委員　山浦）

第34回ふれあいまつりは何という週間に実施されたでしょうか??
①科学技術週間　　②防災週間　　③障がい者週間　　④児童福祉週間

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名の方にお米（8㎏）をプレゼント致します（当選者の方へは事
務局よりご連絡いたします。なお、懸賞品の引き取りは直接事務局までお越し願います）。

応募締切　2月14日㈮まで 応募先　〒384－0016　小諸市八幡町3－ 1－17

E-mail k-syakyo@ctknet.ne.jp　　問合せ　社協クイズ担当係 25－7337（担当：櫻井）

社協クイズLet’sチャレンジ!!! ★お米（８㎏）プレゼント★クイズ

「ヘルスアップセミナー」にご参加ください
シリーズ最終企画「介護保険制度について」の教室です。

シリーズ4「知って得する‼　介護保険制度」

日　時 内　容 講　師

2月12日㈬ 「介護保険って何？」 小諸市地域包括支援センター職員

2月26日㈬ 「サービスとお金の話」 サービス提供事業所

3月 5日㈬ 「実際の話を聞いてみよう」 ケアマネージャ・介護者の皆様

3月12日㈬ 「劇団☆きらきら星☆」 小諸市地域包括支援センター職員

時　間：10時30分～11時30分　　場　所：高齢者福祉センター糠塚園
問合せ：地域福祉係　　　　　　電　話：25－7337
担　当：土屋（美） ☆入場無料です（小諸すみれ号バス停車します）☆

「糠塚　行かざぁ広場」にご参加ください
市内にお住まいの60歳以上の方のご参加お待ちしております。

「仲間づくり」「出会いの場づくり」「日常生活で役立つ内容」を取り入れた講座です。

日　時 内　容

2月24日㈪ 薬剤師による薬のお話

3月17日㈪ 墨絵を体験しよう

時　間：10時30分～11時50分　　場　所：高齢者福祉センター糠塚園
問合せ：地域福祉係　　　　　　電　話：25－7337
担　当：土屋（美） ☆入場無料です（小諸すみれ号バス停車します）☆


