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平成30年度上野原市各地区敬老会を開催しました！
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この広報紙は、赤い羽根共同募金配分金などにより発行されています。

８月４日（土）に市内在住
の母子父子家庭及び寡婦の方
を対象とした社会見学を実施
しました。
この事業は、「上野原市み
んなで支える地域福祉促進事
業」として、市母子寡婦福祉
連合会のご協力をいただきな
がら実施しています。
当日は 名が参加し、今年
度は東京ディズニーシーでの
交流を楽しみました。帰りの
バスの中では、子ども達や親
同士が仲良くお話している様
子も見受けられ、交流も深め
られた一日となりました。

母子父子家庭及び
寡婦の社会見学
８月 日（日）に市総合防
災訓練と共に、秋山中学校の
会場にて災害ボランティアセ
ンターの立ち上げ運営訓練を
行いました。
当日は福祉協力員やボラン
ティア等 名が参加し、セン
ターの運営や要請に対するボ
ランティア活動の訓練を行い
ました。
災害時に想定されるボラン
ティア依頼に対し、実際にボ
ランティアを派遣して依頼を
解決する訓練の実施など大変
有意義な時間となりました。

災害ボランティアセンター
立ち上げ運営訓練

教養娯楽室
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場 市総合福祉センターふじみ

〇会

26

28

16

26

15

夏の野外訓練
７月 日（木）に市内在住
の障がい児とその家族を対象
とした夏の野外訓練を実施し
ました。
この事業は、「上野原市み
んなで支える地域福祉促進事
業」として、障がい児の社会
学習や社会体験をすることで
社会性を培い、参加者同士の
交流を深め、相互理解を深め
る場として実施しています。
今年は千葉県富津海岸に潮
干狩りに 名で行って来まし
た。酷暑覚悟で臨みましたが、
潮干狩り場は浜風が吹きとて
も心地よい環境でした。皆さ
ん声を掛け合いながら潮干狩
りを楽しみました。

容 「たすけあいボランティア・ポイント制度について」

「ボランティア活動の基本」など

〇内

時 平成30年11月29日（木）午後2時～4時（予定）

〇日
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『たすけあいボランティア研修会』を開催します！

65歳以上の方を対象とした 「たすけあいボランティア・ ポイント制度」 を利用して活動を

始めたい方を対象に研修会を開催します。興味のある方はこの機会にぜひご参加ください。

〇対 象 者 市内在住の65歳以上の方

〇申込期間 平成30年11月１日（木）～11月16日（金）まで

〇問 合 せ 市社会福祉協議会

※ 高齢者いきいきサロンなどに講師を派遣し、研修会を開催することも可能です。

気軽にお問い合わせください。ボランティア活動を通じ、社会参加・地域貢献をしてみませんか？

西日本豪雨災害被災地報告
７月に発生した西日本を中心とした豪雨により、多くの府県が被災

今回、上野原市社協では山梨県社協からの要請により、広島県三原市

（平成 30 年８月 31 日現在）

会費収入合計：７, ０３９, ５００円

の災害ボランティアセンターの運営支援に９月５日から６日間、ボラ

ンティアコーディネーターを派遣いたしましたので、現地での様子や

感じたことなどを報告します。

『広島県三原市災害ボランティアセンターに行ってきました。三原市

では７月豪雨により市内の河川が氾濫し、浸水被害や土砂崩れによる

家の倒壊など多くの被害が発生しました。発災から２か月が経過し、

日常生活を取り戻しつつありますが、被害が大きかった地域では自宅

での生活がまだまだ困難な方もたくさんいらっしゃいます。地域の方

からお話を伺ったところ、災害時の高齢世帯などへの避難の声掛けや

被災後の不足した物の助け合い、地域の片づけといった活動を地域の

方たちが協力して行っていたそうです。このお互い助け合う「互助」

の関係性が被害を少なくし、減災にもつながるのだと思いました。「遠

くの親戚より近くの他人」ということわざがありますが、いつ起こる
か分からない災害に備え、日ごろから地域の方との関係を密に生活す
ることが大事だと実感しました。最後に、被
災された方たちの一日でも早い復興を心より
お祈りいたします。』
◎共同
 募金会では義援金を現在も受付ていま
す。上野原市支会（社協窓口）でも受付し
ております。
問合せ：市社会福祉協議会内
話：６３ ０００２

金
額
６, ８１０, ５００円
１４６, ０００円
８３, ０００円

戸（件）数
７, ２３１
７３
１６

会費種別
一般会員
賛助会員
特別会員

され、
被災者支援のため災害ボランティアセンターが設置されました。

一人ひとりのやさしさが、地域を支えています。今年も皆様のご理解とご協力をお願いします。
電

−
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共同募金会上野原市支会だより

赤い羽根共同募金にご協力をお願いいたします

今年も全国一斉に『赤い羽根共同募金運動』が
10月１日から始まりました。

毎年多くの皆様にご協力をいただいて集められた募金は、山梨県共同募金会に送られ、その後私た

ち地域の福祉施設やふれあい広場の整備・ふれあいいきいきサロンの活動助成などに役立てられてい
ます。

平成30年度社会福祉協議会会費へのご協力のお礼

会費納入につきまして、市民の皆様並びに各地区区長様をはじめ地域の役員の皆様のご協力をいただ

き、誠にありがとうございました。

皆様から頂きました会費は、
「市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」を実現に向けて、

各地区社協の活動をはじめ地域福祉推進事業、ボランティア活動事業、相談事業、地域福祉等を進める

ために大切に使わせていただきます。今後ともご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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『平成３０年度福祉作品コンクール』
を開催しました！
市内の児童・生徒が福祉に関する体験や考えを表現し、福祉へのより深い理解や関心を高める機会

を作り、それによって今後の福祉教育への積極的な取り組みの契機となっていくことを期待し、上野

原市・市教育委員会・市小中学校校長会のご理解とご協力のもと福祉作品コンクール（ポスターの部・
標語の部）を開催しました。

今年度は市内小中学校全校と日本大学明誠高等学校の児童・生徒

ました。各学校より選ばれた入選作品

計 2,413 点の作品応募があり

計 155 点を 10 月３日（水）の審査会にて、各部門・各学年

の最優秀作品を選出しました。最優秀作品に選ばれた方の学校名・学年・氏名及び作品を掲載します。

ポスターの部

最優秀作品

秋山小学校
２年
ひらやま わ びと

秋山小学校

１年 平山和人

秋山小学校

３年 佐藤瑠奈

上野原西小学校

さとう る

な

いながき こ と の

５年 稲垣琴乃

ひらやまたけぞう

平山岳蔵

上野原西小学校

西原小学校

あ

べ ももこ

４年 阿部桃子

６年

たかはしみずあき

髙橋瑞怜
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かわち る

上野原中学校

標語の部
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あ

１年 河内瑠愛

上野原中学校

なかむら さ

３年

ら

中村彩楽

最優秀作品

上野原小学校

１年

上野原小学校

２年

くろだそうた

あいさつは

にっこりえがおで

しむら り お

わたしの手

みんなのやくに

あいさつで

ちいきの人と

黒田壮太
志村梨緒

おさだ

上野原小学校

３年

秋山小学校

４年

上野原西小学校

５年

やまもり こ と み

上野原西小学校

６年

よねやま ち か

上野原西中学校

１年

上野原西中学校

２年

上野原中学校

３年

日本大学明誠高等学校 １年
日本大学明誠高等学校 ２年
日本大学明誠高等学校 ３年

長田ひなの
たかね

ゆい

高根 結
山森琴未
米山知花

やってみよう
やさしさは

げんきよく
たちたいな

ニッコニコ

ハートでつなぐ

ボランティア

こころをつなぐ

たからもの

「ありがとう」 言われる人に

なりたいな

か つ た さくらこ

ひと言の

勇気がつくる

笑顔の輪

なかむら も も こ

支え合い

みんなの幸せ

笑顔さく

こんどうきょうか

差しのべた

勝田桜子
中村桃子
近藤京佳
はっとり ま い

服部真依

その手の先に

「大丈夫？」 心をつなぐ

笑顔あり
合言葉

しみず ま い

助け合い、「手伝います」の、一言で。

いのうえ た い ち

人助け

清水麻衣
井上太智

思い立ったら

すぐ行動

各地区社会福祉協議会のご協力により、敬老会を開催しました！

秋山地区敬老会

四方津地区敬老会

西原地区敬老会

９月３０日（日）に敬老会を予

定していた大目・甲東・コモア・
島田地区においては台風２４号の
影響により止むおえず式典は中止
となり、各地区の運営委員等によ
り対象者に敬老祝品等が届けられ
大鶴地区敬老会

る形で敬老会をお祝いしました。
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まだ食べられるもったいない食品大募集!!
～冬のフードドライブ（強化週間）を実施いたします！～
集まった食品は食料を必要とされている世帯や冬休みの学校給食のない時期に、子ど
ものいるご家庭にフードバンク山梨がお届けする活動です。皆様のご協力をお願いいたし
ます！！
ご不明な点は、市社会福祉協議会までお問い合わせください。
【フードドライブ集荷期間】 平成30年12月3日
（月）～12月14日
（金）
まで
【集 荷 時 間】
午前8時30分～午後5時15分
【集 荷 場 所】
市社会福祉協議会窓口
（総合福祉センターふじみ内）
★お持ちいただく際のおねがい★
①常温保存の食品で、賞味期限が明記されており、2ヶ月以上あるもの。
②未開封、破損等で中身が出ていないもの。
★寄附いただきたい食品★
カレー・シチュールウ、ホットケーキミックス、クリスマスブーツ（お菓子が
入ってる小さいもの）、フルーツ缶、ビン詰、レトルト食品、カップ麺、袋麺、
うどん、味噌汁、海苔、米、ふりかけ、ギフトパックなど

介護予防教室
（高知県いきいき百歳体操）
を実施しています！
市からの受託事業として、市社会福祉協議会に登録しているふれあいいきいきサロンを
対象とした介護予防事業を実施しています。
この事業では、高齢者がいつまでも元気に暮らせることを目的に高知県で考案された「い
きいき百歳体操」の映像を見ながら、わきあいあいと筋力トレーニングを行っています。
参加された方からは、
「動
きは簡 単 だけど、 やるの
は難しい」 と言われること
が多い体操ですが、同時に
「 大 変だけど、『 鍛えて
いる』 と感じる。可能な限
り続けていきたい」 との声
も聞かれ、どのサロンでも
笑い声が響く中、楽しみな
がら体操を行っています。
「体操の話が聞きたい」
新一すこやかサロンでの体操の様子
「 前 年 度や前々年 度に参
加したけど、もう一度体験したい」 というふれあいいきいきサロンがありましたら、ぜひご連
絡ください。お待ちしております。
問合せ：市社会福祉協議会
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善意の寄附をありがとう
上野原市社会福祉協議会善意銀行事業 《平成30年7月1日～9月30日 敬称略》

金 ５０,０００円
ビクターレコード松吉幸子
金 ５,０００円
匿名
金 ５,０００円
匿名
金 ５０,０００円
龍泉寺
金 １１,５０５円
舞櫻会
金 ３,５００円
小島きみこ
☆物品
車イス
清水久雄
洗剤等
匿名
洋服・下着・タオル・石鹸
匿名
タオルケット・雑巾
大鶴楽生園
☆古切手
用竹いきいきサロン・南区あじさいサロン・安藤洋
一・㈱守屋材木店・小林文江・鳥井電器㈱上野原
工場・オリムピックカントリークラブ・長田初枝・コ
モアふれあい広場・安藤公子・野路芳勇・長坂幸
夫・メイプルポイントゴルフクラブ・レクダンス
「姫女
苑」
・匿名
☆使用済みカード
用竹いきいきサロン・長田初枝

☆ペットボトルキャップ
用竹いきいきサロン・今城恵美子・田野入サクラサ
ロン会・フェリーチェ上野原・㈱臼井自動車・臼井
はるみ・㈱プリモ・石塚ミサ子・網野翠・上野原市母
子寡婦福祉連合会上野原支部・上野原こども園・
安藤紀子・オリムピックカントリークラブ・上野原市
母子寡婦福祉連合会・奈良晴美・サンメンバーズ
カントリークラブ・キャラバンメイトの会・上野原福
祉作業所・デイサービスあお葉・西井酒店・上野原
西小学校・土屋絹子・小林文江・山川章平・加藤朝
子・市川芳枝・大鶴老人クラブ鶴寿会・鳥井電器㈱
上野原工場・原田英子・河野政明・佐藤勇・八ッ沢
いきいきサロン・松吉幸子・明治安田生命・にしば
ら錦会・社協広域サロン・佐藤知子・上野原スポー
ツプラザ市民プール・長田初枝・一福食堂・坂本信
雄・木下登・後藤ふみ恵・コモアふれあい広場・佐々
木房子・細田好美・新一すこやかサロン・棡原明老
会・匿名

★受領しましたペットボトルキャップは、再生プラス
チック原料として換金し、医療支援や障がい者支
援、子供たちへの環境教育等、様々な社会貢献活
動にあてられています。古切手、使用済みカードも
換金され、子供たち等への支援に使われています。
９月18日
（火）市消防本部会議室にて、
『上野原市消防団義援金授与式』
が行わ
れました。市内各消防団員から集められた金８６６,０００円を福島一美上野原市
消防団長より奈良明彦共同募金会上野原市支会長へ授与されました。
この義援金
は（社）中央共同募金会「平成30年７月豪雨義援金」
として、
岐阜県・岡山県・愛
媛県・広島県・京都府・高知県・福岡県の被災された方々の支援に使用されます。
上野原市消防団員の皆様、心より御礼申し上げます。
皆さまからいただいた共同募金の地域福祉活動
推進事業配分金（住民の福祉を高めるための事業
費）と善意銀行からの自己
資金を原資に、地域福祉活
動を推進・ 支援するための
車両として、日産キャラバン
を購入しました。

９月14日
（金）秋山高齢者クラブ会長杉本茂さま
に秋山老人福祉センター入口の松を剪定していた
だきました。
敬老会前に、伸びきって
いた松がとてもすてきになり
ました。
どうも有難うございます。
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市老連だより
◆上野原市・丹波山村・小菅村交流
ゲートボール大会

７月９日（月）丹波山村村民グラウンドにて、
「上野原市・
丹波山村・小菅村交流ゲートボール大会」
が開催されました。
上野原市から
「島田ゲートボール愛好会」
「沢松倶楽部」
の2
チーム、丹波山村と小菅村の計４チームが総当たりで戦いま
した。
【優勝】 小菅村
【準優勝】 丹波山村

◆第５７回山梨県老人福祉大会

９月６日（木）に甲府市総合市民会館で、第57回山梨県
老人福祉大会が開催されました。上野原市からは市老人ク
ラブ連合会役員はじめ単位クラブ会長など７名が出席しま
した。
式典では、諏訪悠々会の畑野耕三さんが県知事表彰を
受賞しました。

◆上 野原市・都留市・大月市老連
合同親睦ボウリング大会

８月28日（火）都留ファミリーボウルで、都留市老人
クラブ連合会の主催により、３市合同親睦ボウリング
大会を行いました。上野原市からは６単位クラブから
44名が参加・3市合わせ77名が参加し、親睦を深めな
がら熱戦を展開し、２ゲームの合計スコアで順位を競
いました。
【優 勝】 小林みね子（都留市）
【準優勝】 加藤 恵司（上野原市・島田桂生会）
【第３位】 楢山
昭（上野原市・島田桂生会）

◆いきいき山梨ねんりんピック2018

９月29日（土）小瀬スポーツ公園で「いきいき山梨ねんり
んピック2018」が開催され、上野原市からはグラウンドゴル
フ
（島田桂生会）
・クイズウォーキング
（コモアクラブ）
・輪投
げとペタンク（沢松親和会）
・囲碁（上野原囲碁愛好会）な
ど計29名の方が参加しました。当日は台風接近に伴い雨の
中での実施でしたが、参加者は悪天候を跳ね返すような激
闘を展開しました。

◆『 平成３０年７月豪雨』義援金
ご協力！ありがとうございました！
！

◎社協だよりへのご意見やご感想をお寄せください◎

秋の絵手紙をご紹介します

事務局通信

『サロンわきあいあい』

７月に西日本を中心とした記録的な豪雨に伴い、山梨県
老人クラブ連合会より各市町村老人クラブ連合会に向けて
義援金への協力依頼がありました。上野原市老人クラブ連
合会でもこの義援金に協力することが決まり、各単位クラブ
へご協力のお願いを行いました。
各単位クラブより事務局に届けられました義援金の総額
は２２１，６００円になりました。義援金に協力いただいた皆
様に心より御礼申し上げます。

