令和２年度 地区ボランティアの会 連絡会

〜 ボ ランティア 活 動 者のつどい 〜
昨年の10月28日
（水）
、令和２年度地区ボランティアの会連絡会を開催しました。
もうすぐ1年が経とうとしているコロナ禍の中、今も人と人が直接つながりを
持つのが困難な状況です。そんな中でも、サロンや集いなどの活動の維持や継続
につながるきっかけとして、新型コロナウイルス感染症対策の正しい理解を深め、
感染防止を講じながら活動する方法などを学びました。
ボランティアのみなさんの関心が高く、当日は約60人と多くの方に参加し
ていただき、新型コロナウイルス感染対策を行いながら開催しました。

十二月十日︑
十一日に西部デイサービスセ

ンター利用者の方の忘年会に出席︒新型コ

ロナウイルス感染対策を講じながらの昼食

会であった︒

グループ分けした席に着くと︑食事の前

に全員が首からエプロンをつける︒エプロン

は自分でつけたり職員がお手伝い︒隣の人

が手伝っている様子も見えて︑
お互いに
﹁にっ

こり﹂と微笑み合って︑
席がほのぼのとした

雰囲気の中ジュースで乾杯し︑
食事となった︒

食事をしながら利用者さんの話を聴いた︒

﹁家でテレビを見ているより︑
ここに来た方

が楽しい﹂﹁食事がおいしく︑
風 呂 に入 れ て

気持ちがいい﹂﹁週に二度きて︑
みんなと会

えることがうれしい﹂﹁職員のしょうがよく

やって く れ て あ り が てぇ﹂﹁ 十一時 ま で に

二十人以上をお風呂にいれるのは︑
汗だく

で本当に大変だよ﹂

私はうなずきながら︑
心で﹁職員のみなさ

んご苦労様︑
感謝します﹂とつぶやく︒ちら

し寿司の食事が格別に美味しかった︒

今の時期︑
多人数が集って会話をしたり︑

食 事 や 体 操︑
歌を歌うことがむずかしい中︑

デイサービスで安心して楽しく明るく過ご

し︑
穏やかな昼寝の姿に︑ふ だ んの く ら し

の し あ わ せ を味わった一時であった︒

新型コロナウイルスが一刻も早く終息す

ることを願わずにはいられない︒
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諏訪中央病院副院長髙木宏明先生の講演では、新型コロナウイルス感染防止を講じながら、住民主体の
ボランティア活動を進めるためには、感染予防の大切さと、活動の中でできそうな工夫やアイデア、気を
付けてほしいことなどをお話していただきました。
次ページでは、工夫しながら活動再開をした団体を紹介します！

はなしあい！

きづきあい！

まなびあい！

への 新しい工夫
ボランティアのみなさんが、みんなで話し合い、新型コロナウイルス感染対策に工夫しながら取り組んだ活
動を紹介します。活動を再開することに悩んでいる方は、参考にしてください。
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ご協力、ありがとうございました
令和２年度の『ひとにぎりのお米(支援米)』募集につきましては、
３団体、32名の方々に
ご寄付いただきました。
コロナ過の中、また、天候不順により収穫が少ないと言われる中、
沢山のお米をご寄付いただきました。
お預かりしましたお米は、
以下の
団体にお渡しし、それぞれの団体等の活動に活用いただきました。
ご協力いただいたみなさん、本当にありがとうございました。
【支援米合計】合計 1,451kg (R2.12.17現在)
【受け渡し団体】
①SOSネットワークすわ
②児童養護施設 つつじが丘学園（岡谷市）
③反貧困ネットながの（長野市） ④市内の生活で困っている世帯
他

「いこいの集い」は日ごろ家庭で介護されているみなさんが、日常から離れ心身ともにリフレッシュ
していただき「明日からまたがんばろう！」という活力や気分転換をしていただくための事業です。
第1回目は、新型コロナウイルス感染対策として中止とさせていただきましたが、第2回目は、
新型コロナウイルス感染対策を行いながら開催することといたしましたのでご案内いたします。
いこいコンサートは、ピアノ、トランペット、マリンバによるステキな音色の生演奏♪おなじみの
クラシックや歌謡曲の中で、ゆったりとした時間を過ごしてみませんか。
日ごろ、ご家庭での介護をされているみなさんのご参加をお待ちしております。

チャリティーカットを開催します！

毎年、美容室イッピーで開催されている「チャリティーカット」を今年も開催します。売上金は全額、
茅野市社会福祉協議会へ寄付されます。カットを希望される方は事前にご予約をお願いします。
《日 時》 令和3年2月21日（日）受付 午前9時〜午後4時
《料 金》 子どもから大人まで お一人1,000円（カットのみ）
※シャンプーを希望される方は1,500円
《会場／問い合わせ先》

美容室イッピー

☎82-1582

茅野市中沖5−13（諏訪ステーションパーク南・カンデオホテルズ茅野

やらざあ 2月号

3
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今回の
クイズ

・私もここまで年を重ねると何時どうあっても不思議ではあ
りませんが、お陰様で何とか最低の自立で過ごしておりま
す。買い物もしてもらっています。 （ちの 90 代 女性）

鬼が嫌いなものは、
下の３つのうちどれでしょう？

・色々のクイズを楽しみにしています。カラオケを月２回位
行っています。ぼけないように歩いたり、足の運動のため
に体のために。
（宮川 70 代 男性）

①いわし ②さば

・広報紙の中にこんなクイズがあったとは全然知りませんで
した。次から楽しみにチェックします〜
（玉川 女性）
・子どもと一緒に考えて楽しい時間でした。

・コロナの中で脳トレができました。毎回見ています。リンゴ、
ミカンを食べながら！
（ちの 70 代 女性）

・金田和尚のつぶやきいつも楽しく拝見させていただいてお
ります。毎回感心させられる内容であり、大変勉強になり
ます。時々仲間との会話中に受け売りしたりしています。
（玉川 ６０代 男性）

③さんま

応募要領
クイズの答え、住所、氏名、年齢（年代）、電話番号に社
協へのご意見、ご要望、やらざあの感想、つぶやきなど一言
添えて社協（やらざあ編集委員会）までお送り下さい。ハガ
キや封書の他、ホームページのお問い合わせフォームからも
応募できます。正解者の中から抽選で３名の方に図書カード
を差し上げます。

（玉川 女性）

・干支クイズを見て、今年は年女だったと思い出しました。コ
ロナで１年が終わります。次回（１２年後）は、新しい生活
の中で、世界が安穏で平和でありますよう祈るばかりです。
（泉野 ６０代 女性）

もうすぐ節分！！

応募締め切り
令和３年２月１０日（水）
前回のクイズの答え 狐、猫、熊
当選者
平澤作子さん（泉野） 上原一弘さん（宮川）
澤井友幸さん（玉川） 平林政一さん（ちの）
森元高子さん（米沢）
当選された方には図書カードをお送りいたします。

・今年は、私、大病をして５か月も入院していました。車いす
にもお世話になり、いろいろなことを考えさせられた１年
でした。人と人とのつながりを感謝して大切に生きて行き
たいです。
（玉川 ５０代 女性）

ご応募ありがとうございました。

・コロナでいきいきサロン（ボランティア）ができず残念に
思っています。毎年１２月に手作りの弁当を宅配していますが、 ・ ９２才の母に「干支クイズやってみる？」とみせたところ「わからない」
と．．．。
「十二支順番に言ってみ？ないのが３つあるんだって」と私は
今年は業者の弁当を届けました。
（米沢 ７０代 女性）
気を長〜く長〜くして待ちました。やっと見つけた時、思わず「出来
たじゃん！！」と拍手。母のうれしそうな顔にこっちまでうれしくなり
ました。クイズをしながらまだまだ大丈夫だ！！と一安心しました。
（玉川 ６０代 女性）
令和 2 年 10 月 1 日〜 11 月 30 日まで
（順不同、敬称は省略させていただきます。）

【寄贈】
一般財団法人信越郵便局長協会理事長
車いす用可搬型スロープ

１台

【寄付金】
茅野市ソフトボール協会

人生には様々な悩みがあります。
「誰にも相談できない」
「どこに相談したらよいかわからない」
そんなときは、まず社協にお電話ください。

97,000 円

茅野市ルナフローラ玉川教室なでしこ会の仲間達 50,000 円
粟沢区高齢者クラブ六和会（一円玉募金）

29,000 円

すべての相談会場は
社協相談室（茅野市ひと・まちプラザ2階）になります。

みなさんからいただいたご寄付は、社協運営事業、ボランティア活
動の支援等に使われています。
※この他にも匿名で多くの物品やご寄付をいただいております。
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心配ごと相談

どんなことでもご相談ください。
毎週金曜日 午前9時〜正午
相談員：社協職員
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結婚相談

結婚を望まれる方の相談
毎月第1・3土曜日 午後1時〜午後4時
毎月第2・4金曜日 午後6時30分〜午後8時30分
相談員：結婚相談員
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（0266）
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TEL 73-4431

司法書士の法律相談（予約制）

身近な法律に関する相談
毎月第2水曜日 午後3時〜午後5時
相談員：司法書士

の発行にはみなさんの社協会費と共同募金が使われています。
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