
11月号
No..331

平成26年11月25日

「ありがとう」の
　　気持ちを全国へ
「ありがとう」の
　　気持ちを全国へ

　10月18日・19日の2日間、小千谷市総合体育館で開催さ
れた復興支援感謝イベントは、多くの方で賑わいました。
　小千谷市社会福祉協議会では、震災当時災害ボランティ
アセンターを立ち上げ、県内外よりたくさんのボランティア
の皆さんが駆けつけてくれました。その感謝の気持ちを込
め、今回来場いただいた当時のボランティアの方に、感謝
状を贈呈し、当時の話や復興した小千谷の様子などを話し
ました。
　また、震災と復興の記録として復興体験談を集めた冊子
「あゆみ」を当日無料配布しました。「あゆみ」は若干残部
がありますので、ご希望の方は社会福祉協議会へお問い合
せください。

災害ボランティアセンター
の再現
災害ボランティアセンター
の再現

震災当時全国の皆さんから
お寄せいただいた応援メッセージ

看板デザイン・製作／小千谷高等学校文化福祉部、美術部
（デザイン：小千谷の形と小千谷市の花すいせん）
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わが町の福祉会!第5弾

木津町福祉会
篠田福祉会長

　木津町福祉会は、平成17年に木津町の福祉の向
上を図ることを目的とし発足しました。いきいき
サロンは年6回開催。高齢者福祉部長を中心に打ち
合わせをし、毎回多彩な内容で盛り上がります。
10月はふれあいバス旅行で山古志あまやち会館・
アルパカ牧場に行きました。小雨交じりのお天気
でしたが、アルパカの愛嬌あるイケメン姿に気持
ちも和みました。アルパカは威嚇すると臭い唾を
かけるそうですが、木津
町福祉会には歓迎してく
れたようです？あまやち
会館では入浴、昼食、カラ
オケ、懇談など楽しい一
時を過ごしました。紅葉
が始まった山々を見なが
ら水没家屋が残る木篭メモリアルパークに行きま
した。現場を見て中越大震災の恐怖感、記憶が甦り
ました。
　他の活動はガーデニング、カラオケ、友愛訪問、
子供会、広報誌発行、役員の施設見学・研修会等実
施しています。１１月には共同募金配分金を活用
し木津町たすけあい活動、文化祭＆収穫祭を行な
います。

　福祉分野等のボランティア活動を
長年行っている方に贈られる厚生労
働大臣表彰を小千谷手話サークルが
受賞されました。
　聴覚障がい者の通訳や手話の普及
活動等を続けています。

　今井さんは法人・個人事業所募金ボランティア
として長年活動され、地域社会の福祉増進に尽力
されたことによる功績が認められ、11月21日、東
京都で開催された平成26年度全国社会福祉大会に
おいて表彰されました。

　10月22日、妙高市で開催された第
64回新潟県民福祉大会で、長年にわ
たり募金ボランティアとして活動され
たことによる功績が認められ、次の
方々が表彰されました。

◆厚生労働大臣表彰◆

小千谷手話サークル 様 今井一夫 様
共同募金運動奉仕功労者ボランティア功労団体
◆中央共同募金会会長表彰◆

南波謙一 様

共同募金運動奉仕功労者

◆新潟県共同募金会会長表彰◆

関　昭夫 様

＜いきいきサロンの様子＞

　高齢の方や介護をされている方等、日頃の疲れを癒しませんか。
羽鳥整体様による手技が無料で受けられます。

●日時：12月11日㈭
　　　　 午前9時～正午※当日予約制
●会場：サンラックおぢや２階
　　　　会議室

　介護をしている方同士で、悩み相談や情報交換をしてみません
か。陽だまりサロンでは、介護者の会会員の皆様が楽しくおしゃべ
りしながらリフレッシュされています。

●日時：12月11日㈭
　　　　午前９時～午後３時
●会場：サンラックおぢや２階相談室

＊からだイキイキしませんか＊

＊陽だまりサロンのお知らせ＊

善意をありがとう
（順不同・敬称略させていただきます。）

　平成26年10月1日～10月31日までのご寄附です。

●歌謡ステージ虹の会
（チャリティ募金を福祉のために）……73,255円
●小千谷ドレミ愛好会
（チャリティ募金を福祉のために） …102,196円
●匿名
（福祉のために） ………………………… 221円
●匿名
（福祉のために） ………………………10,000円

預託金

受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

※福祉会の活動は「少しの気配り」「少しのお手伝い」という一人ひと
りの優しい気持ちが出発点です。地域の住民の参加協力による、手助
けや声かけ、見守りといった活動を日常的に行うことによって、安心
して暮らすことができる地域社会をつくろうとする住民の活動です。
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歳末たすけあい募金配分金事業

ふれあいクリスマス会

赤い羽根共同募金チャリティショー 大盛況！
　10月26日㈰に市民会館でチャリティショー「なつメロ
の夕べ」が開催されました。
　スポンサー広告等でご協力いただきました企業や事業所
等の皆さま、当日お越しの皆さまに支えられ、大盛況のス
テージとなりました。
　この公演による収益金は、興行募金として赤い羽根共同
募金会に寄付されます。ご協力ありがとうございました。

歳末たすけあい募金の配分金事業として、障がいをお持ちの方々の交流等を目的にクリスマス会を
開催します。たくさんの皆さんの参加をお待ちしております。

※12月5日（金）までに、さつき工房にお申込みください。
※クリスマスケーキ作りは、障がいをお持ちの方、お子さんが
　対象です。ご心配な方は、保護者一緒の参加もＯＫです。
※参加費は無料です。
※不明な点は、さつき工房にお問い合わせください。

年金に関わる法律や制度は、社会環境の変化や時代の
要請に応じて変わって来ます。年金についての疑問・
質問に専門家の社会保険労務士がお答えします。

ふれあい福祉センター相談所ふれあい福祉センター相談所

心配ごと相談 午前9時30分～11時30分

午後1時30分～4時30分

2日㈫・4日㈭・9日㈫・
11日㈭・16日㈫・18日㈭・
25日㈭

12月10日㈬、24日㈬

法律・年金相談は予約制です 電話 83-2340

会場／サンラックおぢや
 （3階：第 3研修室）

日　時：12月14日（日）
　　　 午後1時～3時30分（受付 12時30分～）
会　場：サンラックおぢや　3階「大ホール」
内　容・「シェーン・ヴィント」（新潟市出身のユニット）ライブ
　　　・クリスマスケーキを作って、一緒に食べましょう！
　　　・サンタさんからのプレゼント

予約はなし。直接会場にお越しください。

12月

相談無料

弁護士による法律相談

社会保険労務士による年金相談

12月 3日㈬ 午後1時30分～4時

12月13日㈯ 午前10時～午後3時

サンラック会場

片貝総合センター会場
※事前に予約が必要です

※当日会場にて予約してください

①扶養控除申告書を提出しないと
　税金が多くかかります。
②45歳以上の未婚者に通知が届き
　納付すれば年金が増えます。

平成
26年

小千谷市障害者支援センターさつき工房
　　　　　　　担当：和田・渡辺

〒947-0026　小千谷市上ノ山１－２－１５
電話 0258（82）0403

‥お申込み・お問い合わせ‥
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社協お知らせコーナー

小千谷市社会福祉協議会学童クラブ小千谷市社会福祉協議会学童クラブ
平成27年度　入会のご案内平成27年度　入会のご案内

　学童クラブは、保護者が仕事などにより昼間不在となる家庭の児童をお預かりし、家庭機能の補完を行いながら、遊び
や生活を通して健全育成を図るところです。
　下記のとおり平成27年度入会の申込受付を行いますので、希望する方は期日までにお申込みください。（産休育休後
などで年度途中からの入会を希望する方も今回お申込みください。）

※和泉小学校区の学童クラブについては、小学校・保育園・幼稚園を通じて改めて申込みのご案内をします。

　　小学校1年生～6年生で、保護者等が就労などにより昼間家庭にいない児童
　　※保護者等とは父母のほか、祖父母等同居の成人（18歳以上の社会人も含む）を指します。

　　月曜～土曜（日曜、祝日、お盆、年末年始を除く）

　　平　日　／下校時から午後6時まで（6時30分まで延長利用ができます）
　　土曜日、学校代休日、長期休暇（春休み・夏休み・冬休み）
 　　　　　  ／午前8時から午後6時まで（6時30分まで延長利用ができます）
　※ただし、土曜利用、一時利用、延長利用（午後6時から6時30分の利用）
　　については、別途利用料が必要です。

　　

　　各学童クラブ　/　クラブの開設時間中の受付
　　小千谷市社会福祉協議会(サンラックおぢや内）/午前8時30分～午後10時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

※生活保護世帯、ひとり親で市民税非課税世帯については利用料の軽減措置があります。

　　　　　　  （保護者の勤務状況等により利用形態を選択してください）
　　通年利用・・・年間を通しての利用
　　長期利用・・・長期休暇と代休日の利用（土曜日と突発的な事情による平日の一時利用も可能）

西小千谷学童クラブそよかぜ

西小千谷学童クラブさくら

西小千谷学童クラブあおぞら

片貝学童クラブなかよしキッズ

千田学童クラブわんぱくキッズ

南部学童クラブよつばキッズ

東小千谷学童クラブ
　　　　　にこにこカービィ

東小千谷
小学校

南小学校

120人

40人

40人

35人

25人

小千谷
小学校

小千谷小学校内
市民会館内 ●通年利用の料金　利用料 　5,000円/月

　　　　　　　　　8月のみ11,000円
　　　　　　　　　(年額合計66,000円)
●長期利用の料金　登録料    3,000円
　　　　　　　　　利用料  20,000円/年
　　　　　　　　　(年額合計23,000円)
●その他の料金　　土曜利用  400円/日
　　　　　　　　　一時利用  400円/日
　　　　　　　　　延長利用  100円/日

※おやつ代は利用料に含む

勤労青少年ホーム内

片貝小学校内

千谷センター内

克雪管理センター内

※所属クラブの決定は
　社会福祉協議会で行い
　ます。

片　貝
小学校

千　田
小学校

クラブ名称 実施場所 利用料校　区 定　員

■ 対象児童

■ 開設日

■ 開設時間

■ 利用形態

■ 入会児童を募集する学童クラブと利用料

■ 申込受付期間

■ 申込書類設置場所・受付場所・受付時間

（土曜、日曜も受付します）

平成26年12月1日(月)～12月12日(金) ※申込書類は11月25日より配布します。
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