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６月27日㈮にサンラックおぢやで、デイホームだんらんのお楽しみ会を開催しました。毎
年恒例のお楽しみ会に向けて、利用する週の各曜日に分かれて歌や踊りを練習し、みなさん
の前で披露しました。普段とは違った利用者のいきいきした姿がたくさん見られました。最
後はみなさんで輪になって小千谷甚句を踊り、とても盛り上がりました。

デイホームだんらんのご案内
会

場

ひさだ・はうす（城内4-3-47）

開設日

月曜日から木曜日
午前10時から午後３時

対象者

西小千谷・城川・吉谷・山本・西中地区
概ね65歳以上で介護認定を受けていない方

利用希望の方は
社会福祉協議会まで
ご連絡ください。

（足腰が弱くなり外出が少なくなった方、ひとり暮らしの方など）

利用料

１回700円（送迎・入浴・昼食代等含みます）

介護予防を目的に
お茶飲み、お風呂、
送迎を実施します。

第1弾

日常生活自立支援事業

わが町の福祉会!

片貝町福祉会

生活支援員養成講座
南波福祉会長

６月8日㈰、片貝町総合セ
ンターでは大人から子供ま
で大勢の町民でにぎわいま
した。福祉会が中心となり
今年で５回目となる町民ふ
れあい交流事業です。
片貝町福祉会は平成11年発足、今年で15年目
を迎えます。「町民ふれあい交流」は５年目とな
り、町内行事の一つとして定着してきました。町
内の理解と協力により今後とも一層充実した活動
ができることを願っています。
このほか、子育てサロンや一人暮らし高齢者サ
ロン、福祉推進員による施設へのボランティア活
動、一人暮らし高齢者の民生委員児童委員との訪
問活動など、年間を通じて積極的に活動していま
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。

協力員懇談会を
開催しました
６月19日にサンラックおぢやで、協力員に委嘱
させていただいている町内会長をはじめ、市議会
議員、民生委員児童委員、主任児童委員、社協役
員・評議員など地域を代表する皆さまから出席い
ただき開催しました。社会福祉協議会では、小千
谷市の地域福祉を推進するため、協力員の町内会
長の皆さまに協力員懇談会の出席や社協会費・共
同募金の取りまとめ、おぢや社協だよりの配布な
どをお願いしています。
この度の懇談会では、社協の年間事業説明、そ
の後はフードバンクにいがたの守本洋二氏より活
動報告をしていただきました。
現代にも餓死してしまう人がいる一方で、食べ
られるのに廃棄される食材が多くあるという現状
の中、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食材
を集め、困ってい
る人に配布する活
動を行っていま
す。懇談会の参加
者を始め、様々な
方に活動が広がっ
ていってほしいと
思います。

高齢化が進む現在、高齢者や障がい者が安心して地域
で暮らしていけるよう、お手伝いする生活支援員活動に
関心をもってもらうきっかけ作りと、事業への協力者を
養成するため、６月23日㈪にサンラックおぢやで開講し
ました。定員よりも多くの方に参加していただき、実際
にお手伝いをする生活支援員がどのような業務を行って
いるか学びました。みなさん熱心に講師の話に耳を傾け
ていました。

善意をありがとう
善意銀行

順不同・敬称略させ
ていただきます。

平成26年6月1日〜6月30日までのご寄附です。

・歌う絆の会……………………第21回発表会チャリティ募金を福祉のために 106,930円
・匿名…………………………………………………………………福祉のために 50,000円
・絵画を楽しむ会………………………………チャリティ販売を福祉のために 12,800円
・第85回小千谷地区メーデー実行委員会…………………………福祉のために 28,411円

使用済み切手＆リングプル

平成26年3月1日〜6月30日

小杉ヨシ・鈴木満子（旭町）
、小野塚道恵（一之町）
、安達弘子・佐藤キヨ・島田留美子・
和田トシ（稲荷町）
、
木村兼一郎・小泉憲一（岩沢）
、
水落朋義（上ノ山）
、
佐藤姫登美（内ヶ巻）
、
小杉美雪（浦柄）
、
高塩栄吉（上沢）
、
杉田義雄（片貝）
、
大矢功（片貝寺町）
、
佐藤佳代（上片貝）
、
生越正明（川井）
、丸山スミ子（川井本田）
、佐藤洋子・中沢脇子・星野久三・目崎久美・
笹崎ワカ子・竹内芳江・堀沢千代子・山崎ミヤ（木津町）
、勝又ミチ子 ( 木津団地）
、片山松雄、
川上キイ子（首沢 )、
山賀ノリ子（鴻巣）
、
坂詰美枝子（小栗山）
、
大平冨美子（五辺）
、
和田愛華・
和田桜花・和田壮生（小粟田）
、小田島昭治・高橋三朋・長谷川綾子（栄町）
、井佐初枝・
風間久男・川崎稔（桜町）
、井口かな（桜町下）
、風間寿子（桜町中 )、細川嫩子（三仏生）
、
阿部徳子・岡田伊智朗（塩殿）
、
岩淵昭子（信濃町）
、
郷奈津子（下坪野）
、
阿部幸雄・齋藤光子・
佐藤フミ（城内）
、佐藤信子（高梨）
、田中フミ子・田辺成治・吉田梨花（千谷）
、手塚登代子・
平野千恵子・渡辺辰男（千谷川）
、平澤正子（土川）
、渡部美好（津山）
、黒崎与一（寺沢）
、
大野たき子・福原良平・渡辺真理子（東栄）
、綱弘美（長岡市川口）
、坂詰郁夫（長岡市川
口和南津）
、
川上キイ・篠田和子（中山）
、
平澤千里・幸太郎（荷頃）
、
佐藤あつみ・佐藤嘉男（西
吉谷）
、小林健作・渡辺光（ひ生）
、風間詩月 ( 東吉谷 )、阿部チヨ・田中恵・羽鳥好晃（干三）
、
川上光宏・西脇スミ・皆川敏枝（日吉）
、中森泉・羽鳥浩一・目崎正美（平沢）
、稲餅ミイ・
折田愛子・篠田イツ・田辺彩花・優花・谷内璃空（船岡）
、井口清・小宮山悦男・小見山美映子・
武田優子（平成）
、
関川洋子（本町）
、
長谷川美智子（真皿）
、
佐藤トシイ（町中）
、
高塩美恵子・
富沢完治（真人）
、新井岩男・金子あさ子・杵渕小夜子・佐藤久・広井トシ子（元中子）
、
小池俊江（元町）
、小池克子・渡邉博武（谷内）
、安達トシエ（八島）
、阿部栄松（山本）
、
高橋節子・田村マスエ・南雲チヨ・山田正・山田トメ（山谷）
、宮島幸夫（四之町）
、千
谷のタイガーマスク、阿部幸製菓㈱、一測オリエント、稲荷屋新聞店、上ノ山町内会、
上ノ山婦人防火クラブ、上村いきいきサロン、越後札紙㈱、小片鉄工㈱、小越電機㈱、
小千谷カントリークラブ、小千谷さくら病院、居宅介護支援事業所小千谷さくら、小千
谷市建築組合、小千谷土地改良区、おぢやわいわいスポーツ、折田電機商会、加賀工業
㈱小千谷工場、片貝自動車、カネコ保険事務所、木曽設備、木津団地町内会、きねふち
接骨院、共栄農工社、草野商店、グループホームほのぼの、クロサキ、ケアハウス小千
谷さくら、ケアハウス小千谷さくら入居者一同、小林コンクリート工業、米萬商店、信
濃町町内会、春風堂、勝覚寺○△□塾、城川道路、スキップの会、大正琴・紅葉会、たかの、
高の井酒造㈱、たかのスーパーあすなろ会、竹内製菓㈱、正栄住設、千谷川いきいきサロン、
千谷福祉会、中央タクシー㈱、つくし幼稚園、デイサービスセンターほのぼの、テーエ
ス商会、テック海発㈱、長岡信用金庫小千谷支店、伸友会、白友舎、函山城狼煙乃会、華成会、
東山地区福祉会、ひばり認定こども園、ヒムエレクトロ㈱、日吉のぞみ団地、廣井自動
車整備工場、広井板金、フジクリエイト㈱、ブリヂストンサイクル東日本販売㈱、便利
屋のハイハイネット㈱、北越舗道、真人もの好きクラブ、丸山建設、丸山工務店、元町
金刀比羅神社氏子会、柳屋金物㈱、ユニオンフーズ㈱、ヨシザワ、レディースしんぼ、渡
辺ポンプ店、渡部工業、岩沢住民センター、岩沢保育園、小千谷高等学校、小千谷市役所
社会福祉課、税務課、保健福祉課、保健福祉課介護保険係、小千谷市立図書館、片貝保育園、
北保育園、子育て支援センターわんパーク、小粟田の里、生涯学習スポーツ課・生涯学習係、
すみれ保育園、千田小学校生徒会、西保育園、東小千谷小学校、東保育園、ひかり工房、
吉谷保育園、わかば保育園、小千谷市ボランティア連絡協議会、さつき工房、匿名 63 件

預託品

平成26年3月1日〜6月30日

・村山トミ（紙オムツ、尿とりパッド他・多数）社協へ
・堀井 修（タオル・多数）社協へ
・中山節夫（Ｗカセットデッキ・１台）社協へ
・広井清三郎（じゃがいも・30kg）配食サービスへ
・平野千恵子（未使用はがき・10枚社協へ
・ダムズ小千谷店（菓子・多数）福祉のために
・西脇正久（世界名画集・32冊、ドゥー・アート：絵画に挑戦！・42冊）さつき工房へ
・篠田美佐緒（ドレスタオル・10枚）さつき工房へ
・匿名（ぞうきん・10枚）サンラックデイサービスへ
・匿名（ふとん汚れ防止シーツ・3袋）社協へ
・匿名（介護用シャワーチェア・1脚）社協へ
・匿名（タオル・7本）社協へ
・匿名（防水シート・2枚）社協へ

②

社協お知らせコーナー
さつき工房

芽咲庵

アメリカンフラワー体験

★日 時 ８月６日㈬・８月18日㈪ 午後1時〜3時
★講 師 小池久美子氏

★参加費 1,000円（ドリンク・材料費）

※ドリンクはホットコーヒー、アイスコーヒー、アップルジュースからお選びいただけます。

★定 員 10名（先着順。小学生以下は保護者の同伴をお願いします。）
★お問い合わせ 小千谷市障害者支援センター さつき工房 電話82-0403
お 申 し 込 み 日曜祝日を除く午前８時30分から午後５時15分

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。

相談無料 会場／サンラックおぢや
（3 階：第 3 研修室）

●日時：8月28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

午前9時30分〜11時30分

予約はなし。直接会場にお越しください。

5日㈫・7日㈭・12日㈫・14日㈭・19日㈫

8月 21日㈭・26日㈫・28日㈭
弁護士による法律相談

8月13日㈬、27日㈬
午後1時30分〜4時30分

8月9日㈯

片貝会場

年金相談

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。

8月6日㈬ 午後1時30分〜4時

会場：片貝総合センター 当日会場にて予約

法律・年金相談は予約制です

＊陽だまりサロンのお知らせ＊

社会保険労務士による年金相談

午前10時〜午後3時

☎83-2340

8月18日
「ミニバラ」

＊からだイキイキしませんか＊

あなたの悩みをお聞きします
心配ごと相談

8月6日
「てっせん」

①65歳で高給の人は、厚
生年金を繰下げてもあ
まり増えません。
②退職して離職票があれ
ば、国民年金が免除に
なる場合があります。

小千谷市社会福祉協議会

●日時：8月28日㈭
午前９時〜午後３時
●会場：サンラックおぢや２階
相談室

職員採用試験のご案内

平成27年４月１日採用の職員採用試験を行います。受験を希望される方は「試験申込書」に「資格（取得見込）証明書」を添えて
申込みをお願いします。

職

種

保健師、看護職員
介護支援専門員
生活相談員、指導員
相談支援専門員
介護職員、訪問介護員

応

募

資

格

採用予定人員

保健師又は看護師
介護支援専門員
社会福祉士又は精神保健福祉士

普通自動車運転免許を
都道府県が実施する「相談支援従事者（初任者） 有する方（AT 限定可）
研修」受講者

若干名

介護福祉士、ホームヘルパー 2 級以上又は介
護職員初任者研修資格

※応募資格は平成27年3月31日までに取得見込の方も可

一次試験
①日時・会場
②試 験 内 容
③応募締切日
④そ の 他

③

二次試験
平成26年9月6日㈯午前9時〜・総合福祉センター
サンラックおぢや
教養試験・適性検査・作文
平成26年8月25日㈪午後５時必着（郵送も同様）
郵送で申込書を請求する場合は、希望職種を書い
て、角2封筒（Ａ4が入るもの）に120円切手を貼っ
た、あて先明記の返信用封筒を同封し、外封筒に
は「試験要項請求」と朱書きしてください。

第一次試験合格者について、面接試験実施。
【お問合せ・試験要項請求先】
〒947-0035 新潟県小千谷市大字桜町5140番地
小千谷市総合福祉センターサンラックおぢや内
社会福祉法人小千谷市社会福祉協議会 総務係
TEL（0258）83-2340 FAX（0258）83-2777

ボランティアセンターコーナー
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3 日 おもちゃ病院

無料

お家で壊れて眠っているおもちゃがありましたらお持ちください。
おぢやトイクリニック所属のおもちゃドクターが診察いたします。

診察時間
場
■注意事項…

所

午前９時〜午後１時
総合福祉センターサンラックおぢや１階

創作活動室

当日治らない場合は入院していただきます。一部修理できないものもありますのでご了承ください。
また、使わなくなったおもちゃがありましたらご寄附ください。他のおもちゃの部品として使わせていただきます。

お問合わせ先／小千谷市社会福祉協議会

感謝
応援

※電池交換等した場合は
実費をいただくことも
あります

ひとこと
メッセージ大募集

10月18日㈯・19日㈰に市総合体育館を会場に新潟県
中越大震災10年復興支援感謝事業「おぢゃれ市民フェス
タ」が開催されます。
震災の時たくさんの方々から応援の言葉やご支援をい
ただきたいへん励まされました。
この10年の節目に、全国の皆様へその時の感謝の気持
ちを伝えませんか？
下記の施設に用紙と募集箱を設置いたしますので、感
謝の気持ちや東日本大震災の応援メッセージをお寄せく
ださい。
皆様のメッセージは、イベント当日、会場に復興感謝
大型看板として展示いたします。

電話83-2340

第17回 〜目の不自由な人をもっと理解してもらうために〜

ふれ Eye ボランティアスクール
あい

７月２７日㈰

●日時／

まだま

だ

募集中

午後1時30分から午後4時まで（受付）1時〜

●会場／小千谷市総合福祉センター
「サンラックおぢや」３階大ホール
補助犬ってなぁに？

ふれあいトーク
「盲導犬は心のパートナー」

盲導犬・介助犬・聴導犬
について知ってみよう

盲導犬をパートナーとしている
方々と一緒に話してみよう

■設置会場：期間７月25日〜９月30日
・市役所
・市民会館
・総合体育館
・図書館
・わんパーク
・勤労青少年センター
・サンプラザ
・ちぢみの里
・サンラックおぢや

・イオン小千谷店
・原信西小千谷店
・たかのスーパー
・東山住民センター
・川井住民センター
・真人住民センター
・岩沢住民センター
・片貝総合センター

お問合わせ先／小千谷市社会福祉協議会

長野の旅報告

電話83-2340

小千谷ひまわり号を走らせる会

誘導歩行体験

点字クイズ

ペアになって誘導
歩行を体験しよう

点字をクイズで楽
しく学んでみよう

●参加費／200円（保険、資料代含む）
※幼児・小学３年生以下は保護者が同伴

●申込み／小千谷市社会福祉協議会
電話：83-2340 FAX：83-2777
●主 催／点とう虫の会・小千谷市社会福祉協議会
６月21日㈯、参加者104名であやめ公園、わさび
園、安曇野ちひろ美術館などを巡るバスの旅を行いまし
た。心配した雨に打たれることもなく、行く先々でお土
産を選んだり、参加者同士話に盛り上がりながらの楽し
い1日となりました。
※ボランティアグループ「小千谷ひまわり号を走らせる会」では、障が
い者と健常者が互いに支え合いながら交流する日帰り旅行を毎年企
画、実施しています。

この社協だよりは、赤い羽根共同募金配分金により発行しております。

④

