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10月1日～運動スタート10月1日～運動スタート
自分のまちを
良くするしくみ！

　共同募金は、市民のみなさまからの温かい善
意に支えられ、今年で68年目を迎えます。いろい
ろなところで募金のお願いをさせていただきま
す。ご協力をどうぞよろしくお願い致します。
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町内戸別募金

　町内会を通じてお願いし
ます。各世帯募金のめやす額
は赤い羽根募金と歳末募金
を併せて1,000円です。（あく
までもめやすであり、強制で
はありません）

法人･個人事業所募金

　企業や商店等に募金ボラ
ンティアが訪問してお願い
します。

街頭募金

　商店街やショッピングセ
ンター等でご協力をお願い
します。

職域募金

　企業や団体などで働く
方々へお願いします。

学校募金

　子どもたちに募金箱への
協力や学校での募金活動を
お願いします。

興行募金 赤い羽根共同募金チャリティショー

第33回なつメロの夕べ
会場： 小千谷市民会館大ホール
主催：小千谷なつメロ愛好会
　　　新潟県共同募金会小千谷市支会

期日：10月26日㈰ 昼・夜
昼の部：開場 午前11時　開演 正午より
夜の部：開場 午後４時　開演 午後５時

豊穣の秋に歌う（想い出紡ぐ）

入場
無料

受付に募金箱を設置いたします。ご協力をよろしくお願いいたします。

「私たちの募金はどこに行くの！？」共同募金募集から活用までの流れ
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小千谷市支会に
寄せられた
共同募金

全額送金

配分（約20％）

配分（約80％）

県内の福祉団体の活動や
東日本大震災などの
災害支援活動に使われます。

小千谷市内の
福祉のために使われます。 小千谷のまちで

使われます

約

80％新潟県共同募金会
小千谷市支会に



平成26年8月1日～8月31日
までのご寄附です。
（順不同・敬称略させていただきます。）

預託金  ・ 簗田利男（福祉のために） ……………1,156円
 ・ 全国哥麿会（福祉のために）…………50,000円
 ・ 故　大平シヅノ（福祉のために）…500,000円
 ・ 匿名　２件（福祉のために）………101,000円

善意をありがとう

ハ ー ート フ ル セ ミ ナ

公開講座報告

小千谷市障害者支援センター

さつき工房

　８月29日に、精神保健福祉と精神障がいを持つ方
について理解してもらうとともに、自分や家族のこ
ころの不調に気づき、いきいきと過ごすため、「第２
の人生へのこころとからだの処方箋」をテーマにサ
ンプラザで開講しました。コーチングコーチの浅妻
正永未さんを講師に迎え、前向きな考え方を学び、こ
れからの自分や人とのつきあい方について勉強しま
した。「自分自身にやさしくできない人は、人にもや
さしくできない。まずは自分を大切にすることが、こ
ころの健康を保つ第一歩になる。」とのことでした。
　また、ハートフルセミナー第２弾として、９月８日
に「高齢期のこころの変化」、25日に「こころの障がい
を持つ人の暮らしぶりを聴いてみよう」ということ
で、小千谷市で働
き暮らしている
精神障がいをも
つ方の暮らしに
ついて理解を深
めました。

　土川福祉会は、平成12年に発足しました。当初から
「ふれあい・いきいきサロン」を主活動として進めて
きました。年度の初めに１年間の行事計画を立て、参
加する人たちが元気に楽しいひとときを過ごせる様
に内容を検討しています。月１回の集会ですが、例え
ば８月は、テーマを「楽しくスカットボール」と称し
て、1チーム６人編成で５チームを作り試合に興じま
した。歓声あり、爆笑ありで、童心に返ったひととき
でした。参加者からの「毎月楽しみにしているよ」と
言う声が、ボランティアの励みにもなり、継続してい
く中で、結果的にはお互いに元気をもらい合い、支え
合いの一歩につながっているように思います。
　その他の活動は「友愛訪問活動」「困りごと手助け
事業」「カラオケ教室」「福祉
講座の開催」等を実施してい
ます。
　土川福祉会も来年15周年
を迎えます。今後どう継続
し、発展させていくかが現在
の課題でもあります。

　里親制度をご存じでしょうか。
　里親は親の病気や家庭の事情など、様々な理由か
ら家庭の温かいぬくもりに恵まれない子どもを自分
の家庭に迎え入れ、愛情を持って養育していただく
方のことで、子どもの幸せのために大切な役割を果
たしています。
　里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となること
を希望する方に子どもの養育をお願いする制度です。
　里親会では、会員相互が連携・親睦・交流を深めな
がら、里子の養育に関する情報交換や児童福祉の増
進を図ることを目的に活動しています。詳しくお知
りになりたい方は、児童相談所にお問合せください。

　さつき工房では、障がいがあっても地域で自立し
た生活を営むことができるように、働く場や社会と
の交流の機会を提供しています。
　「芽咲庵」の喫茶店業務やイベント出店販売、市内
事業所様から受注した各種作業を実施しています。
　この夏も各事業所様からのご厚意により、屋外作
業の委託をうけました。暑い夏でしたが熱心に作業
を行いました。

わが町の福祉会!第3弾

土川福祉会
和田福祉会長

※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。

里親を
募集しています
―新潟県里親会魚沼支部―

長岡児童相談所
〒940－0865  長岡市四郎丸町237
電話0258-35-8500
FAX0258-35-7265

問合せ先

就労継続支援Ｂ型事業

㈱アグリたかの様　ささげ豆収穫 信越工業㈱様　ねぎ畑草取り

〈いきいきサロンの様子〉

②



おもちゃドクター養成講座

ご協力ありがとうございました
24時間テレビチャリティー募金

　8月30日と31日に全国的に実施され、市内ではイオン小千谷店で高校生ボランティ
アの元気な掛け声の響いた街頭募金となりました。「愛は地球を救う」を合言葉に、市民
の皆さまから多くの温かい善意が寄せられ、2日間の募金額は271,630円でした。集め
られた募金は福祉車両や環境保護、東日本大震災被災地復興支援などに役立たせてい
ただきます。

あなたの悩みをお聞きしますあなたの悩みをお聞きします

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㈭・7日㈫・9日㈭・14日㈫・16日㈭
21日㈫・23日㈭・28日㈫・30日㈭

10月8日㈬、22日㈬
社会保険労務士による年金相談
10月1日㈬ 午後1時30分～4時

10月11日㈯ 午前10時～午後3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電話 83-2340

会場／サンラックおぢや
 （3階：第 3研修室）

予約はなし。直接会場にお越しください。

10月

片貝会場
年金相談

相談無料

弁護士による法律相談

①年金はどなたでも60
歳からもらえます。
②見込額を、ご持参く
ださい。その場で繰上
げ額を試算します。

社協お知らせコーナー

おもちゃドクター養成講座
ちょっと社会貢献してみませんか？

初
級
編

定年退職後の仲間づくりや社会貢献などにお役立て下さい！
もちろん、若いお父さんや女性の方も大歓迎！

●日時：11月１日㈯　午後１時～午後４時
　　　　　　 ２日㈰　午前10時～午後４時
●会　場：小千谷市総合福祉センター「サンラックおぢや」

●お申込・問合せ：小千谷市社会福祉協議会　電話83－2340

●定　員：10名
●受講料：2,000円
●講　師：日本おもちゃ病院協会　専任講師　佐藤和博氏
●内　容：おもちゃの修理の基礎、修理実習など
●持ち物：筆記用具・昼食（2日）
　　　　　　プラスドライバー・マイナスドライバー・ ニッパーまたはカッターナイフ
　　　　　　ピンセットまたはラジオペンチ・ 敷布またはタオル
　　　　　　あればハンダづけ用具一式
●締　切：10月22日㈬　
※一定の人数に達しない場合は中止とし、翌年以降に持ち越しとなります。ご了承ください。

講座終了後、
ご希望の方は
ボランティアの

「おぢやトイクリニック」に
所属できます。

得意なことで
好きなことで

＊陽だまりサロンのお知らせ＊
　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：10月23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＊
　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：10月23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
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④
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。


