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感染予防対策を講じながら募金運動を行っております。
この広報誌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。
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上野原駅での街頭キャンペーンの様子

上野原駅：７，９６０円

☆市内自動販売機設置場所☆

四方津駅：１５，５０３円

四方津駅での街頭キャンペーンの様子

そのほか、秋山老人福祉センターに設置されています。

社会福祉法人
緑水会

市総合福祉
センターふじみ

クレイン農協
上野原支店

社協だより（2）２０２２年１１月１日号

山梨県共同募金会　上野原市支会だより

皆様からいただきました募金は、市内の福祉施設や地域のふれあい広場の整備、ふれあいいきいきサロンの
活動助成など上野原市の福祉の向上に役立てられています。

歳末たすけあい運動で集められた募金は、上野原市内の寝たきり高齢者や認知症高齢者、ひとり親世帯、重度
障害をお持ちの方などへの歳末友愛訪問事業に活用させていただいています。

赤い羽根共同募金運動が始まりました赤い羽根共同募金運動が始まりました！！
運動期間１０月１日～３月３１日

（歳末たすけあい運動１２月１日～１２月３１日）

赤い羽根共同募金街頭キャンペーン

募金ができる！自動販売機　★設置場所募集中★

令和４年度目標額　６,４4１,０００円
（うち歳末たすけあい募金　２,０００,０００円）

１０月３日に上野原駅・四方津駅で山梨県共同募金会上野原市支会をはじめ、市社協役員が参加し、赤い
羽根共同募金街頭キャンペーンを実施しました。

当日は、新型コロナウィルス感染症対策を講じながら、通勤・通学時間帯の慌ただしい中、多くの皆様か
ら募金をいただきました。ご協力ありがとうございました。

山梨県共同募金会上野原市支会では、共同募金運動
のPRと活動推進のため、募金のできる自動販売機を設
置しています。この自動販売機の売り上げの一部は募金
として上野原支会に寄付され、地域福祉の向上に役立て
られます。

喉の渇きを癒しながら地域福祉にも貢献できる自動
販売機ですので、ぜひともご利用ください！！また、設置に
ご協力いただける企業・法人・個人の方は、上野原市支
会（63-0002）までご連絡ください。設置に関するご相
談や設置業者の紹介も可能です。是非お気軽にご連絡く
ださい。

街頭キャンペーンで集まった金額



▲大野貯水池内公園
ロープ遊具の金具交換

▲旧西原中学校グラウンド　ベンチ設置

▲大野貯水池内公園
吊り橋の踏み板交換

▲羽佐間集会所前　危険木伐採

（3）社協だより ２０２２年１１月１日号

令和４年度ふれあい広場整備事業にて整備されました

赤い羽根共同募金配分金を財源に、令和４年度は市内三か所のふれあい広場を整備いたしました。
子どもたちを中心とした交流が増えるよう遊具の修繕を行った地区や、地域の人が集まる集会所の危

険木を伐採した地区、グラウンドゴルフ活動などの休憩のためにベンチを設置した地区がありました。

○金銭
金	 18,452円	 山梨県東部建設組合
金	270,000円	 上野原市猟友会
金	 1,119円	 江口元真
金	 52,890円	 島田地区社会福祉協議会
金	 5,000円	 コモア花水木の会
金	 10,000円	 風雲会書道教室
金	 510円	 S子
金	 549円	 匿名
金	 31,832円	 ふじみふれあいショップ7月～9月
金	 6,900円	 秋山ふれあいショップ7月～9月
〇ペットボトルキャップ多数
安藤紀子、魯

ろ
美
び
雲
ん
、市消防本部、森屋美佐江、上野原福祉作

業所、サンメンバーズカントリークラブ、山口良子、大鶴鶴寿会、
オリムピックカントリークラブ、市母子寡婦福祉連合会、奈良晴美、
酒井望、向風はちまん会、こどもの部屋運営委員会、大久保敬子、
守重和輝、上野原西小学校、カタクリちゃん、コモアシニアクラブ、
青苔寺、髙橋睦美、小俣清美、鷹取加代子、坂本信雄、河内
奈美、石塚ミサ子、金子節子、西井酒店、阿部絹子、臼井商店、
市秋山支所、中原会、波多野やよ江、明治安田生命上野原営業
所、山川章平、佐藤正明、健康体操若若会、秋山温泉、網野翠、
コモアふれあい広場、露木令子、尾形夕起子、市川芳子、フェリー
チェ上野原、にしばら錦会、社協広域サロン、細田好美、不二設
計一級建築士事務所、諸角弘、デイサービスらくっと、新一すこ
やかサロン、小坂時計店、八重山トレイルレース栗原美代子
○古切手
談合坂デイサービスひまわり、安藤剛、山口良子、コモアシニアク
ラブ、加藤朝子、小俣清美、髙橋睦美、福前体操若々会、コモ
アふれあい広場、デイサービスらくっと、小坂時計店、匿名

○物品
雑巾、手袋	 新二いきいきサロン
タオル	 和智孝子
お皿、グラス(食器)	 滝森久子
布団カバー7点、送風機	 髙橋睦美
お皿	 山口照子
足袋、ベルト、カバン、ハンカチ、毛布、衣類一式	 出羽次男
食器等	 こどもの部屋運営委員会
額	 小坂時計店
食器、ヴァンフォーレ甲府グッズ	 匿名

上野原市猟友会の皆様より
ご寄付をいただきました

上野原市猟友会様
より、地域の福祉活動
に役立てていただき
たいとの思いから、有
害鳥獣駆除報酬の積
立金（金27万円）を善
意銀行にご寄付いた
だきました。ありがと
うございました。

＜ご寄付の振込について＞
社会福祉法人上野原市社会福祉協議会

会長　志村　憲一
JA クレイン上野原支店　普通預金0013024

善意の寄付をありがとう　社協善意銀行事業(令和 4年7月1日～9月30日)

その他の使われ方
募金額、
募金の使途などの
詳細はこちら→



社協だより（4）２０２２年１１月１日号

ボランティアセンターより個人ボランティア活動紹介

ボランティア団体「こどもの部屋運営委員会」活動紹介

ボランティアまつり開催のお知らせ

上野原市の自慢です!!

子ども達の笑顔に囲まれ、元気をもらっています！

上野原市の自慢と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか？
河岸段丘…酒饅頭…せいだのたまじ…色々ありますよね。
今回ご紹介する自慢は個人ボランティアさんです!!
今回は、視覚障害のある方の病院受診の付き添いをボランティアさ

んにお願いいたしました。 “やってあげてる”“やってもらっている”とい
う関係では写真のような笑顔にはならないと思います。“もちつもたれ
つ”が“支え合い”です。それが自然とできている上野原市の方々は本当
に素敵ですね。

【市基幹相談支援センターより】上野原市には障害をお持ちの方が使
える福祉サービスが沢山あるとは言えない状況です。そんな中、視覚
に障害を持つ方が受診や買い物の際、視覚の代わりに案内をするガイ
ドへルパー事業所が閉所してしまい、今後どうしたらいいのか困ってい
ました。そんな時、ボランティアセンターに相談し、素敵なボランティア
さんとつながることができ、本当に良かったです。

無料塾×子ども食堂として、毎月第２・４土曜日の
午前１０時～１６時に活動を行っております。勉強が
楽しくなるように一緒に勉強をし、昼食やおやつ、お
茶などを提供しています。勉強と遊びにメリハリを
つけ、子ども達が伸び伸び過ごせることに力をいれ
ています。費用は一切かかりません。

【ボランティアまつりとは】　人と人とのつながりが持ちにくい時代、市民一人ひとりがもっと身近にボランティ
アを感じ、ボランティア活動への参加のきっかけをつくることを目的に、ボランティア団体によるブース出展や福
祉バザーを行います。今年は棡原地区と秋山地区にて開催いたします！！詳細は社協HＰをご確認ください。

教職に携わっていた経緯から、子ども達をしっかりみてやりたいと
考えるようになりました。

子どもの育つ環境は、家庭・学校・地域の３要素であり、この内の
地域に着目しました。そして、地域において様々な理由から満足に
教育を受けられない子どもに対しての思いを募らせていました。

例えば、経済的にきびしい家庭を支える取り組みについて、地域
において学びを得る場は、学童や無料塾。食事においては、子ども
食堂がある。ところが、両方を兼ね備えている場がないことに気づ
き、こどもの部屋運営委員会を立ち上げました。

子ども達から学ぶこともたくさんあります。「教育」を「共育」とし
て捉えていて、一緒に学びながら活動しています。この活動が、参加
する子どもたちにとって思い出となってくれることを願っています。

問い合わせ先：０９０－４０９４－１２０１　代表 渡辺敦雄

▲市立図書館にお付き添いされた時の様子

▲教室に集まり、一緒に勉強を進めている様子

☆立ち上げのキッカケ代表者さんより

ボランティアまつり 棡原 時　間　令和４年１１月１１日（金）開催　午前１０：００～１２：００
場　所　ふるさと長寿館駐車場

ボランティアまつり
秋山＆ひなづる会あおぞらバザー

時　間　令和４年１１月29日（火）　開催　午前１０：００～１２：００
場　所　秋山老人福祉センター（旧ＹＬＯ会館）
駐車場　秋山老人福祉センター下駐車場



▼カードゲームの様子

（5）社協だより ２０２２年１１月１日号

「新二ふれあいいきいきサロン」は、平成17年から活動を続けている老舗サロンの一つです。
牛倉神社の中にある新町二丁目の集会所の中で、月一回集まってワイワイと、思い思いのおしゃべりを楽しん

でいます。
コロナ禍により月一回というペースが保てないこともありましたが、活動の一つでもある編み物を自宅で行っ

たりと、活動の火が消えることはありませんでした。
代表者の辺見さんは、「気ままな話をするだけの話でもいい。集まる場所があることが大切。」と語っていました。
また、「上野原市の中の新二区」という視点も取り入れており、「上野原市の中で新二サロンとしてできること」

として、上野原福祉作業所に搬入するペットボトル収集も熱心に取り組まれています。

「新二ふれあいいきいきサロン」活動紹介

子育てサロン「ごちゃまぜ広場☆こんぺいとう」活動紹介

「ごちゃまぜ広場☆こんぺいとう」は赤ちゃんからお年寄りまでどなたでもどうぞのサロンです。学校をお休
みした子、子育てのお話しがしたいパパやママ。本当に自由なゆったりした時間と空間を過ごすことが出来ます。
古民家のなつかしい雰囲気の中で、その日の参加者の雰囲気に合わせた内容になります。

この日は・・・なんと、カードでしりとりをしました。全員のカードが繋がって一つの輪になった時のうれしそうな
参加者の笑顔がとても印象的でした。おしゃべりをして、お茶を飲ん
で、相手の速度に合わせた時間の使い方ができる。そんな会にした
いというスタッフの気持ちが伝わってきます。

毎月第2・4水曜日午後1時～4時
場所：上野原駅徒歩5分のこもれび庵

◀こもれび庵にて
　代表の花園さん、
　スタッフの森本さん

出会った人とのお話しやコラボの可
能性は無限大。
緑豊かな上野原での活動で自分自
身も癒されているそうです。

▼市内子育てサロン一覧
【親子】
●にこにこママクラブ（月1回土曜）
●島田子育て＆地域カフェ（第1木曜）
●あそびにおいでよ（第2,4木曜）
●森の冒険遊び場・棡原プレーパーク（第3日曜）
●＊ぽかぽか＊ひろば（第3火曜）
●子育てサロン☆きらきら（第2木曜日）
●まめっこ　さんぽ（月3回月曜）

【小・中学生】
●学びのLaBo（学校の長期休みの期間）

【子育て中の保護者】
●おかん時間（月1回）

【赤ちゃんから高齢者までどなたでも】
●ごちゃまぜ広場☆こんぺいとう（第2,4水曜）

編み物を持って一枚！ 狛犬に見守られながら活動されています



社協だより（6）２０２２年１１月１日号

コロナ禍での活動の工夫について、地域福祉コミュニティのひとつで
ある上野原地区「塚場いきいきサロン」の活動をご紹介します。コロナ禍
になり2年半…集まれないかわりに会員宅を訪問して、活動費で購入し
た防災・感染対策用品を配布しながら見守り活動を行っています。

代表の渡邉さんは、「集会所で集まることはしなくなったけど、マスクを
して毎日近所の４、５人と数分立ち話をする。それだけでも、地域の交流
でができる。」と語ります。

みんなで集まって顔を合わせる頻度は減りましたが、訪問活動により、
仲間と支え合いながら地域で暮らす喜びも再確認でき、つながりを保つ
ことができていると感じます。顔が思い浮かぶ関係性が「見守り・支え合
い・つながり」の基本であると思います。コロナ禍という非常事態ではあ
りますが、視点を変えた取り組みでつながりを絶やさない関係づくりが
出来るといいですね。

第6１回山梨県老人福祉大会
9月14日(水)甲府市総合市民会館にて開催されました。
福祉大会では次の方々が表彰されました。
●山梨県知事表彰 市川武士さん（島田桂生会）
●山梨県老人クラブ連合会会長表彰

育成功労表彰 石井光雄さん（向風八幡会）
●山梨県老人クラブ連合会会長表彰

会員増加運動活動賞表彰 甲東きずな会

「日常生活の中でのちょっとした立ち話」も、立派な地域交流の場であり地域の関係づくり「見守り・支え合い」の第一歩
です。社協では、サロンだけでなく、地域の支え合いを促進する「生活支援体制整備事業」を平成28年度より推進してい
ます。参加希望者・興味のある方、質問・問合わせ何でも構いません。社協まで是非、お声掛けください。皆さんのお住い
の地区について一番ご存知なのは他でもない皆さんです。住み慣れた地域で助け合う関係づくり・仕組みづくりを考え
て活動してみませんか！ 生活支援コーディネーターより

ひまわりクラブだより

コロナ禍での「見守り・支え合い・つながり」

▲福祉大会表彰式にて、表彰者を代表し、
知事表彰の市川武士さんが謝辞を述べました。

▲コロナ禍以前のサロン活動の様子

▲去年度配布したLEDの懐中電灯

第４０号むろがや原稿募集
上野原ひまわりクラブ会員より掲載原稿を募集しています。
随筆は一人１作品、俳句短歌は一人5点まで応募できます。文字数

制限があります。詳細については募集チラシを参照ください。
● 各単位クラブの活動写真も募集しています。ご連絡を頂ければ写

真を取りに行きます。

令和４年度上野原ひまわりクラブでは、感染症対策を講じながら前期より「グラウンド・ゴルフ教室」を実施しています。
後期として、「竹細工教室」「シナプソロジー教室」「グラウンド・ゴルフ大会」「東部地域高齢者作品展作品募集」「第40号
むろがや発行」を予定しています。上野原ひまわりクラブでは、一緒に活動する仲間(会員)を随時募集しています。

上野原ひまわりクラブ事務局(社協内)☎63-0002



（7）社協だより ２０２２年１１月１日号

令和４年度社協会費のお礼

第４次地域福祉活動計画の策定について

夏のフードドライブご協力ありがとうございました！ 冬のフードドライブ実施のお知らせ

この度市社協では6/15～6/30の2週間、フードドライブを実施し、フードバンク山梨様へ寄付しました。
個人の皆様、各団体様からまとまった食品寄付のご協力ありがとうございました。寄付していただいた食品は、

市内の困窮世帯への支援にも早速活用しております。
また、11/1～11/16の2週間、冬のフードドライブ強化週間を実施します。食料支援の輪が広がり、必要な方

へつながるよう、皆さまのご協力をお願いいたします！

本年度も、上野原市社会福協議会の活動にご賛同いただき誠にありがとうございました。
社協会員とは“上野原市の地域福祉の推進に賛同し、人的・財源的に支えてくださる方”のことです。会員の皆

様から寄せられた会費は、高齢者や障がい者をはじめ、全ての人が長年住み慣れた地域でその人らしく心豊か
に健康で安心して生活できる社会福祉の実現のための重要な財源として活用させていただきます。

社会福祉法人上野原市社会福祉協議会　会 長　　志 村 憲 一
■会費の使いみち■

皆様から集められた会費の40％は各地区社会福祉協議会に還元され、様々な事業を通して地域の皆様に還
元されます。これ以外の会費については、社協の法人運営事業や地域福祉推進事業などに役立てられています。

本会では、すべての市民一人ひとりが安心していきいきと暮らす
ことができるよう、その実現に必要な具体的施策等を取りまとめた

「上野原市社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画」を策定して
おります。この計画の期間が（平成３０年度～令和４年度）であり、本
年度が最終年度となります。そのため、地域の福祉関係者を中心に
第４次地域福祉活動計画策定委員会を立ち上げて、現行計画の取
り組み状況の評価やアンケートの調査・分析などを行い、次期計画
の策定を進めております。▲第４次地域福祉活動計画第１回策定委員会の様子

【フードドライブ集荷期間】　11/1（火）～11/16（水）
【集荷時間】午前8時30分～午後5時15分
【集荷場所】 上野原市社会福祉協議会（総合福祉センターふ

じみ内）、上野原市役所１階エントランス付近
★寄附いただきたい食品★
カレー・シチュールウ、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、シリアル、ギフ
トパックなど
★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、

2023年1月以降のもの。
②未開封、破損等で中身が出ていないもの。

◀フードバンク山梨の米山理事長へ寄付食糧をお届けしてきました！
　ご協力ありがとうございました。
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感染対策を講じながら、上野原市結婚相談所主催でふれあ
いパーティーを開催いたします。今年度は１回限りの開催で
すので是非ご参加ください

●活動内容　①結婚相談、紹介、仲介　②月１回の定例会、ふれあいパーティーの運営など
●募集人数　若干名
●応募要件　①結婚相談に理解と熱意を有している方　②奉仕的に活動ができる方
●任 期　令和５年４月１日から２年間　
●報 酬　要綱に定めるところにより報償費が支給されます
●応募方法　１２月２６日（月）までに履歴書を福祉課へ持参または郵送してください
●選考方法　履歴書による書類選考および面接

場 所  上野原市文化ホール２階会議室
日 時  12月11日（日）13：00～16：00
 （12：30受付開始）
対 象 者  独身男性　25歳～45歳（再婚可）
 独身女性　2３歳～45歳（再婚可）
募 集 人 数  男女各12名
参 加 費  男性2，000円　女性1，000円
送 迎   上野原市外在住の女性のみ送迎があります。
  （JR上野原駅まで）
申込み方法   申込書持参・郵送・FAXまたはメールアドレスから

１１月２５日（金）までにお申し込みください。申込用
紙は市社協HPよりダウンロードできます。

諸般の事情により、地域密着型秋山通所介護事業所（秋山デイサービス）を令和５年３月３１日
をもちまして、閉所することとなりました。
地域の皆様には長年にわたり、本事業所の運営にご理解とご協力を賜りましたことに心より感
謝を申し上げます。
今後とも「みんながあいを育てる　安全・安心のまちうえのはら」を目指

して、地域福祉の推進に取り組んで参りますので、ご理解ご協力の程よろし
くお願い申し上げます。

☆社協事務局通信☆
【訂正】 ２０２２年８月号8ページのハッピーバースデイ事業の赤ちゃんの

お名前に誤りがありました。
　　　　　正　すずなちゃん　　　誤　すずはちゃん　　お詫びして訂正いたします。
【正規職員採用試験のお知らせ】
上野原市社会福祉協議会職員採用試験を実施します。
詳細については、後日当会のHP等に掲載される募集要項でご確認ください。

●申し込み・
　問い合わせ
市福祉課
福祉総務担当

（☎62-4133）

▲ふれあいパーティーチラシ◀︎メール応募用QRコード


