11月号
No.343

平成27年11月25日

第
回 小千谷市社会福祉大会

高 齢 者 も 障 がい者 も
誰 も が 輝いて 暮 らせる 地 域 に

6

小千谷市社会福祉協議会の社会福祉法人化35周年を記念し、11月5日㈭サンラックおぢやにて開
催しました。記念式典では、永年にわたり福祉活動を行ってきた個人・団体に社協会長による表彰
こうじのうきのうしょうがい

及び感謝状の贈呈を行いました。記念講演は、「高次脳機能障碍と向き合う」と題し、突然の心臓
発作で心肺停止し、重い脳の障碍と闘いながら、懸命に大好きな歌う事を続けている一ノ瀬たけし
さんと支えてきたご家族による「障碍」に込めた思いや心温まるお話とたけしさんの心のこもった
歌声で、会場は感動につつまれました。

顕彰者・団体を紹介します
表彰状の贈呈
感謝状の贈呈（個人）
感謝状の贈呈（団体）

真人北部福祉会
長橋賢一様・南波謙一様・山本チサ子様
わんパークプレイ教室（施設ボランティア）
きずなの会（地域ボランティア）

受賞おめでとうございます
中央共同募金会会長表彰

新潟県共同募金会会長表彰

共同募金運動奉仕功労者

共同募金運動奉仕功労者

南波

謙一

様

西脇

南波さんは法人・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20日、平成27
年度全国社会福祉大会において表彰されました。

第16弾 わが 町の福 祉 会 !

西脇さんは、10月28日新潟市で開催された第65
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功績が認められ、今回の
受賞となりました。

一人暮らしの高齢者世帯が年々増加している時代を

旭町福祉会

旭町福祉会は中越大震災直後の平成17

大切なことと思います。会員が少ない現状を看過せ

閉じこもることなく、多くの他人と交わることが益々
ず、誘い合わせて、より多くのメンバーでサロンを盛

「いきいきサロン」はメンバー24名で

りあげていきたいと考えています。
ここに住んでいて良かった

年23回、月2回のペースで開催していま
す。その内容は、7回は配食サービスを利

いと願っています。

用し、お汁などを飲みながらゲーム等を

※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

楽しみます。また5回は介護予防などの講
座を受講します。温泉と食事を楽しむ会
も2回開催し、より親睦を深めています。

善 意 を ありが とう
預託品

様

迎え、介護を必要としない人生を送るためにも、家に

年に発足し、10年目を迎えました。

清水福祉会長

英郎

〈H27.5.1〜10.31〉
國松千枝子
篠田美佐緒
堀井
修
吉沢 ミサ
（一社）小千谷法人会女性部会

使用済み切手＆リングプル

タオル
多数
ドレスタオル 15枚
タオル
多数
タオル
多数
タオル
300枚

預託金

そんな町内でありた
＜介護予防講座の様子＞

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。

〈H27.10.1〜10.31〉

手づくりおもちゃ青い鳥 福祉のために …………………………… 3,140円
小千谷ドレミ愛好会 チャリティ募金を福祉のために……106,453円

デイサービス・ヘルパーへ
さつき工房へ
ヘルパーへ
社協へ
社協へ

阿部幸製菓㈱
㈱クロサキ
ダムズ小千谷店
パチンコ玉三郎小千谷店
ハッピー・プロジェクト
匿名

菓子詰合せ
多数
菓子詰合せ
多数
菓子
多数
菓子
多数
菓子
多数
未使用はがき 23枚

さつき工房へ
さつき工房へ
福祉のために
福祉のために
福祉のために
社協へ

〈H27.5.1〜10.31〉

小杉ヨシ,清水みはる,山岸清,和田光正(旭町),中村育穂(池中新田),大渕トク(市ノ口),小野塚道恵,神林繁行,郷クミ,小宮和栄,新保幹樹,若林綾子(一之町),谷内田茂
(稲場),佐藤敏雄,島田留美子(稲荷町),伊藤秋子,小泉朝子(岩沢),岩田音冶(岩沢山谷),星野ヒロ子,水落朋義(上ノ山),川上ミヨ子,佐藤姫登美(内ヶ巻),小杉美雪(浦
柄),篠田茂樹(上村),綾部春子,綾部史輝(岡山県久米郡),田中俊枝(桂),佐藤笑美子,吉沢ヨシ(上片貝),丸山スミ子(川井本田),羽鳥徳夫(干三),堀沢ミサヲ,山崎孝夫
(木津町),勝又ミチ子,笹崎ワカ子,竹内芳江,目崎久美(木津町),小林憲子,小林洋子,山賀律子(鴻巣),鳥羽吉治,山﨑昌子(五辺),須田桃香・奈々,高橋昌江,中村光貴,南
雲優子,晴稀・たける,実藤千春・優花,和田マサエ(小粟田),小田島昭治,川瀬藤子,高橋三朋,長谷川綾子(栄町),風間ヒデ,関一弘,瀬沼ハルエ,田中正夫,野沢淑江,横
山道夫,宮川竜太朗(桜町),佐藤文子,鈴木仁(三仏生),阿部ミツイ(塩殿),阿部幸雄,風間登,金箱人使子,國松千枝子,柳田正雄,渡辺クニ,渡辺秀也,井浦のり子(城内),安
部徹,佐藤信子(高梨),川上久之助,新保喜美子,田中フミ子,星野タカヲ(千谷),岩渕正樹,大渕秀子,篠田美佐緒,鑓水義和,渡辺辰男,渡辺保,和田八重(千谷川),内山サト
子(土川),大野好二(津山),大野たき子,恩田貞子,福原良平,渡部ユキ子(東栄),目崎春江(時水),近藤隆(戸屋),坂詰郁夫(長岡市川口),宮加寿美・一稀・美徳・安奈(長
岡市宮内),平澤美以子(荷頃),丸山深雪(西中),小川峰雄,佐藤由美子(西吉谷),小林健作,佐藤愛優奈,中山節夫(薭生),広井チイ子(東小千谷),川上光宏(日吉),佐藤秋夫,
中森泉,羽鳥浩一(平沢),折田愛子,斉藤渡,篠田幸子,田辺彩花・優花,谷内璃空,稲餅年雄(船岡),増川昭二(平成),小船井シマ,曽根佳典,樋口奈佑(本町),田中恵,藤巻邦
雄(真人),あべとうや,五十嵐元子,金子あさ子,金子栄策,金子君子,桑原朝子,篠田明美(元中子),小船井小夜子,片山清一,小池俊江,横山征一郎(元町),安達トシエ(八
島),石田郁佳・伶奈(山寺),阿部栄松(山本),高橋清,南雲チヨ,南雲トシ子,成瀬好美(山谷),広井ミツ(横渡),目崎源治(両新田),斉藤正子,保科裕,真島(若葉),佐藤あつ
み(迯入),高橋礼子,千谷のタイガーマスク,ＮＰＯ法人スローライフ小千谷,案親巧房,井佐鉄工（株）,上ノ山婦人防火クラブ,越後札紙(株),小千谷カントリーク
ラブ,小千谷さくら病院,小千谷市養護老人ホーム,小千谷総合病院看護部,小千谷法人会,小千谷幼稚園,おぢやわいわいスポーツ,おりた工房・折田商事,折田電機
商会,加賀工業(株),カフェ＆ベーカリー・ティアラ,木曽設備,木津団地町内会,きねふち接骨院,木村屋,共栄農工社,居宅介護支援事業所小千谷さくら,国松クリー
ニング店,クリーニング・ハトヤ,ケアハウス小千谷さくら,小林コンクリート工業,米万商店,小粟田潮音寺護持会,栄町いきいきサロン,佐藤整骨院,シナノ技研,し
なの町水仙の会,じゅん美容室,勝覚寺○△□塾,スナックえいこ,住吉屋,諏訪部鉄工所,瀬沼美容室,大國商店,高の井酒造(株),たかのスーパーあすなろ会,千谷川い
きいきサロン,中越教育事務所,つくし幼稚園,津山福祉会,テプラス野沢,東医,ときみずの家職員互助会,ナイトパブ司,長岡公共職業安定所小千谷出張所,中村内科
消化器科医院,新潟県保健衛生センター,日本ベアリング(株),伸友会,白友舎,函山城狼煙乃会,東山地区福祉会,日吉のぞみ団地,平幸養鯉苑,ブリヂストンサイクル
東日本販売(株),ぷれジョブおぢや,ベルローブ,便利屋のハイハイネット(株),北越舗道,星野誠事務所,ほのぼの小千谷福祉会,本町有志,マルタニテック（株）,丸
山工務店,元中子町内会,ユーワ,ユニオンフーズ(株),要約筆記サークル,ヨシザワ,吉原クリーナー,理研精機（株）,連合小千谷支部 ,ワダ工業,渡辺税理士事務
所,渡辺ポンプ店,渡部工業,岩沢保育園,市役所議会事務局,市民生活課,社会福祉課,税務課,保健福祉課,市養護老人ホーム,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,市民会館,すみれ保育園,高梨保育園,東保育園,南保育園,吉谷保育園,わかば保育園,匿名74名 （順不同・敬称略させていただきます）

②

平成27年

ふれあいクリスマス会
この事業は、親子の触れ合いや、市内の施設を利用している障がいをお持ちの方々
との交流等を通じ、社会参加を目的に開催するものです。多くの方の参加をお待ちしております。

日時：12月1３日（日）午後1時〜3時30分

・12月4日（金）までにさつき工房にお申し込みください。
・参加費は無料です。
・プレゼントは、お子さんと障がいをお持ちの方が対象です。
・ご不明な点は、さつき工房にお問い合わせください。

（受付午後12時30分〜）

会場：サンラックおぢや 3階大ホール
内容：★「Peace」さんの大道芸
★クリスマスケーキ作り
★サンタさんからのプレゼント

‥お申込み・お問い合わせ‥
小千谷市障害者支援センターさつき工房（小千谷市上ノ山１−２−１５）
担当：和田・平沢
電話 ８２―０４０３

赤い羽根共同募金チャリティショー
ご協力ありがとうございました

生命保険協会新潟県協会様 より
活動助成金 をいただきました

10月４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
しの皆さまのご協力に支えられ、大
盛況となりました。この公演による収
益金は、興行募金として小千谷市共
同募金委員会に寄付されます。
ご協力ありがとうございました。

小千谷要約筆記サークルは、講演会等で筆記によ
る通訳を行っています。要約筆記者制度により、機器
の左側で筆記を指導されるようになり、そのため新し
い機器が必要となりました。今回の助成で要件にあう
書画カメラを購入できることになり、より効率が良く
なります。講演会場等で要約筆記
サークルの活動を見て興味がある
方は、一緒に活動してみませんか？

11
30

︵羽鳥整体様による手技︶

■ からだイキイキ整体

高齢の方や介護されている方等︑
日頃の疲れを癒しませんか︒

会場／ サンラックおぢや︵２階会議室︶
時間／午前９時〜正午
当日予約が必要です

日㈭

■ 陽だまりサロン

介護している方同士で︑悩み相
談や情報交換をしてみませんか︒
このサロン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︒

10

日㈭

日㈭

日㈭

日㈭

24 17 10 3

30

▲

■ 心配ごと相談 ︵心配ごと相談員︶

1日㈫・

日㈫・

日㈫・

日㈫・

22 15 8

会場／ サンラックおぢや︵３階研修室︶
時間／午前９時 分〜 時 分
予約の必要はありません
直接会場へお越しください

▲

電話８３−２３４０

ひとりで悩まないで！

30

会場／ サンラックおぢや︵２階相談室︶
時間／午前９時〜午後3時

日㈭

10

30

■法律相談 ︵弁護士︶

9

小千谷市社会福祉協議会

会場／ サンラックおぢや︵３階研修室︶
時間／午後１時 分〜４時 分
予約が必要です

日㈬

9

︵ 社会保険労務士︶

30

■おもちゃ病 院

お家で壊れ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ド
クターが診察します︒

日㈰

会場／サンラックおぢや
時間／午前９時〜正午

一部修理できないものもありますので
※
ご了承ください︒

③

30

■年金相談

日㈬

2

10

13

会場／ サンラックおぢや︵３階研修室︶
時間／午後1時 分〜4時
予約が必要です

会場／片貝総合センター
時間／午前 時〜午後3時
当日予約が必要です

日㈯

12

◎5年以内の未納保険料を納付
できます︒︵平成 年 月まで︶
◎
﹃被用者年金一元化法により﹄
今まで年金停止されていな
かった人も︑停止される？

12 月のお知らせ【無料】 問い合わせ・予約先

小千谷市社会福祉協議会学童クラブ
平成28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。
平成28年度入会の申込受付を下記のとおり行いますので、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。）

■ 対象児童
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。
■ 開設日
月曜〜土曜日（日曜日、祝日、お盆、年末年始を除く）
■ 開設時間
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。
■ 利用形態

（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）
■ 入会児童を募集する学童クラブと利用料
校

クラブ名称

区

実施場所

西小千谷学童クラブ そよかぜ① 通年

小千谷小学校ふるさと教室

西小千谷学童クラブ そよかぜ② 長期

小千谷小学校集会室
小千谷
小学校

西小千谷学童クラブ さくら
西小千谷学童クラブ おひさま

小千谷小学校第1音楽室
市民会館会議室

西小千谷学童クラブ あおぞら
東小千谷学童クラブ にこにこカービィ
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
和泉小学校学童クラブ いずみキッズ

■ 申込受付期間

小千谷小学校さくらルーム

東小千谷
小学校
片 貝
小学校
千 田
小学校
南
小学校
和 泉
小学校

定員

利用料

30人

（15人）

45人

（15人）

50人

（10人）

30人

（5人）

45人

（10人）

勤労青少年ホーム内

40人

片貝小学校内

40人

千谷センター内

35人

克雪管理センター内

25人

高梨集落開発センター内

30人

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

※西小千谷学童クラブについては、
（ ）内が新規募集人員です。
※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。

平成27年12月1日(火)〜12月11日(金)

※申込書類は11月25日より配布します。

■ 申込書類設置場所・受付場所・受付時間
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
（土曜、日曜日も受付します）

④

