
ふみだそう、福祉でまちづくり茅野市社会福祉協議会広報紙

Vol.149
2022年2月号

　参加した生徒さんからは「大変だったけれど、きれいになってよかった」「難しい道具などは使わず、
身近なものできれいになって驚いた。周りで困っている人がいたら、教わったことが活かせそう」と
いう感想が聞かれました。
　高校生のみなさんには、地域の一員として、被災した方々の想いに寄り添い、一生懸命自分たちに
できる活動をしていただきました。この経験が、みなさんの思いやりの心の成長につながることを願
っています。ご協力ありがとうございました！ 
　茅野市社会福祉協議会では、「ふくし～ふだんのくらしのしあわせ～」を自分のこととして考える
きっかけづくりや地域に根ざした福祉教育を通して、地域全体にお互いさまの気持ちの芽を育てる取
り組みを進めていきます。

市内高校生による

『おもいでお返し隊』が活動を行いました！

　９月に発生した土石流災害により、泥で汚れてしまった写真をきれいにするため、茅野高校、
東海大学付属諏訪高校の生徒さんが写真洗浄の活動を行いました。
　『被災地を写真でつなぐ実行委員会』の須磨航さんの講習を受けた後、それぞれの学校で活動
を行いました。放課後の時間を活用し、約３週間かけて延べ110名の生徒さんが協力してくれ
ました。

アルバムから写真を
切り出します

写真を切らないように
慎重に…

大切な思い出の写真
１枚1枚丁寧に洗います 水洗いの後は、

エタノール拭きで
よりきれいに！

やらざあ　2月号
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コロナ禍での災害ボランティア活動
　新型コロナウイルス禍でのボランティア活動となりました。感染防止の観点から、ボランティアの
募集範囲は茅野市民を中心とし、１日の募集人数を設定した上で募集を行いました。ボランティアが
１日の募集人数を超えた場合は、ご希望に添えることができず参加をお断りすることもありました。
　ボランティアには活動中も、マスクの常時着用や手指消毒など感染防止対策を徹底していただ
きました。

技術系ボランティア（重機ボランティア）も活躍
　押し寄せた大量の土砂や流木、大きな岩や瓦礫の撤去など一般の
ボランティアの手作業だけでは対応できないニーズもありました。
　そのようなニーズに対しては、重機の運転など専門的な知識や技
術を持った技術系ボランティア団体と連携し、対応していただきま
した。

対応したニーズ件数� 77件
活動したボランティア数　　520名

　茅野市社会福祉協議会では、９月５日（日）の土石流災害により大きな被害が発生した宮川高
部区に、茅野市災害ボランティアセンターを開設し、被災された方々に対するボランティアを中
心とした支援活動に取り組みました。
　被災された方々から寄せられたニーズのもと、駆け付けた多くのボランティアに敷地内や家屋
に流入した土砂の片づけ、家財出しや災害廃棄物の搬出などのお手伝いをしていただきました。
　被災された方からは、「本当に助かった。一人ではできなかった。」
「たくさんの方が来て泥だしをしてくれて本当に助かりました。」「私
たちだけではできず、どうしたらいいかわからなかった。本当にあ
りがとうございました。」などの声が聞かれました。

9⽉7⽇（⽕）から26⽇（⽇）までの間で8⽇間、
茅野市災害ボランティアセンターを開設

ボランティアの力を被災された方々に届ける

災害ボランティアセンター　活動報告

　被災された方から、「自分は気づいていなかったが、近所の方に声を掛けられて、慌てて一緒に避
難した。」「川の様子がおかしかったので近所の家に逃げ込み、一緒に避難した。」などの声が聞かれ
ました。
　日頃からの隣近所での支えあい、助けあいやつながりのおかげで、人的被害がなくみなさんが
無事に避難できたと思います。
　有事の際には隣近所での支えあい、助けあいがとても大きな力を発揮します。
　日頃からの地域でのつながりや支えあいをみんなで一緒に考えていきましょう。　

やっぱり地域の力は大きい！！
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『茅野市社協ボランティアまちづくりセンター』を設置しました！

A．茅野市社協ボランティアまちづくりセンターは、一人ひとりの“生活・く
らし”を中心に考え、福祉に基軸を置いた身近な地域にある地縁型のボランティ
ア活動と分野を超えた多くの関係者と協力しながら「ともに生きる豊かな地域社
会の実現」を目指します。
　茅野市社協ボランティアまちづくりセンターでは、地域の福祉課題の解決に取
り組むボランティア活動を支えるための事業に取り組みます。
　「困っている人たちがいるとほっとけない。」そんな地域に根ざしたボランティ
ア活動を、「茅野市社協ボランティアまちづくりセンター」が応援します。

A．たとえば…★福祉教育、学習の推進
　　　　　　　　★ボランティアの養成・育成・研修・交流
　　　　　　　　★ボランティアまちづくり活動に関する支援・コーディネート
　　　　　　　　★災害時のボランティアまちづくり活動の支援
　おもいでお返し隊の活動（表紙参照）も「福祉教育」や「災害時のボランティ
アまちづくり活動の支援」につながっています。

　社協では、昨年９月27日（月）から災害ボランティアセンターを、茅野市社協ボランティアまちづ
くりセンターへ移行し、被災された方々の支援に取り組みました。
　茅野市社協ボランティアまちづくりセンターでは、引き続き、被災した方からのご相談をはじめ、日
常における様々な困りごとのご相談に対応しています。今後も住み慣れた地域での生活を支えるため、
市民のみなさんとともに継続的な支援に取り組んでいきたいと考えています。
　復旧・復興にはまだ時間を要することと思いますが、引き続きのご支援とご協力をお願いいたします。

Q．『茅野市社協ボランティアまちづくりセンター』って何をするところ？

Q．具体的にはどんなことをするの？

茅野市社協ボランティアまちづくりセンター　イメージ図

茅野市社協ボランティア
まちづくりセンター

ともに生きる豊かな地域社会
地域の“お互いさま”の支え合い

市民のくらしを中心
とした生活支援

地域の困りごと解決
に向けた取り組み

“お互いさま”の心を育み、
ともに生きる地域づくり

まちづくりセンタ

ともに生き
地域の“お互地域の お互

小地域福祉活動
地縁型ボランティア

域社会
支え合い支え合い

市民活動
テーマ型ボランティア

協働

面的な広がり

質的な深まり

コミュニティソーシャルワーカー

市民活動センター
「ゆいわーく茅野」

　茅野市社協ボランティアまちづくりセンターでは、市民のみなさんとともに、住民一人ひとりがとも
に支え合って、生活の中で楽しみや生きがいを見いだし、その人らしい生活を送ることができる社会を
目指し、さまざまな活動に取り組んでいきます。 問合せ先　地域福祉活動推進係 TEL：73―4431

『茅野市社協ボランティアまちづくりセンター』についてご紹介します
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ご協力、ありがとうございました
　令和３年度の『一握りのお米(支援米)』募集につきましては、２団体、37名の方々に
ご寄付いただきました。
　コロナ禍の中、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、そ
れぞれ下記の団体の他、市内の生活で困っている世帯に配布させて
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】　1,345kg　（R3.12.15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

令和３年度 家庭介護者交流事業「いこいの集い」

いこいのがっこう
　「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症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症予防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。第
２回目のいこいの集いでは、おうちでも役立つアロマ石鹼作りとリラックス体操で、リフレッシュして
いただける講座を計画しました。
　日頃、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。

★定員を超えた場合には、初めて参加される方を優先とさせていただきます。
★当日介護の必要な家庭は担当のケアマネージャーへご相談ください。
　新型コロナウイルス感染症対策に留意して開催します。状況によっては中止となる場合もあります。
　ご自身が対象になるのか含めお気軽にご連絡ください！
　申し込み先：地域福祉活動推進係（東部）　TEL：82―1521

会　　場：ゆいわーく茅野３階（茅野市塚原2―5―45）
参加対象：茅野市内在住で、下記のいずれかの方を半年以上
　　　　　ご自宅で介護されている介護者
　　　　　・65歳以上の方
　　　　　・次のいずれかを所持している方
　　　　　　　身体障害者手帳1級から3級
　　　　　　　療育手帳A1からB1
　　　　　　　精神障害者保健福祉手帳1級
参 加 費：無料
募集定員：20名　　　　締め切り：２月10日（木）

３月３日（木）

９時30分～12時まで
（受付開始：９時15分～）

多くのみなさんのご参加をお待ちしております☆

　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４年２月20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／問合せ先》

　　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 前）

チャリティーカットを開催します！



社協会費にご協力いただきありがとうございました社協会費にご協力いただきありがとうございました

個人会員総額　8,505,278円
	 件数　7,816件	 （令和３年10月７日現在）

法人会員総額　525,770円
	 件数　101件	 （令和３年11月１日現在）

（内訳）普通会員7,250,278円（7,339件）　年額 1,000円
　　　　賛助会員　588,000円（　294件）　年額 2,000円
　　　　特別会員　667,000円（　183件）　年額 3,000円 以上

　みなさんからご協力をいただいた社協会費は、地域福祉の推進や、さまざまな事業を展開する
ための貴重な財源となります。社協会費は、年会費でお願いしておりますので、まだご協力いた
だけていないみなさんには、ぜひご協力をお願いいたします。

　納入先：�各地区コミュニティセンターまたは、茅野市社会福祉協議会までお願いします。ご連
絡をいただければ、お伺いいたします。

　より充実した福祉事業の推進と多様な福祉ニーズへの対応を図っていくために、令和２年度か
ら「法人会員」を創設し、多様なネットワークによる「福祉でまちづくり」を進めています。趣
旨や活動にご賛同いただき、法人会員にご加入いただきました事業所等は次のとおりです。

【法人会員一覧】五十音順

（福）愛泉会　精明学園／（株）アイプラザイトウ／（株）アイランドプロファイル　八ヶ岳工場／（同）アイリス

発電所／（株）アイン／（有）朝倉石油／（株）イマージ／（株）今井緑化総業／（有）入倉米穀／（株）うめはら　

蓼科工場／永明社印刷所／（株）オーク製作所／（株）オガ企画／（有）オギハラ住宅設備／（株）オケヤス／

介護センターこすもす／カトリック・レデンプトリスチン修道院／（株）カネトモ／（有）木村設備／共栄管

工（株）／共進エネーブ（株）／（有）クサカベ設備興業／（有）国美工業／（有）窪田設備／（株）ケアコンシェ

ル（ゆうもあ）／（有）芸管工業／コスモス工業（株）／（有）小平建設／（福）この街福祉会／（株）サンエイ／

市内郵便局／市内Ａ・コープ／（有）篠原産業／（有）シャレンド／真徳寺／（株）諏訪設備工業／（株）諏訪

プラサード／（株）スワラクノス／（有）成建／（福）誠心会　アイリス茅野／（株）ぞうさん／（一社）ぞうさ

ん／（福）大志会　りんどう苑／（有）大信設備／（株）タイヤセンター茅野／高島産業（株）／（株）タカネヒュー

マンサポート／（株）鷹野原土建／（株）高見土建／（株）狸／茅野瓦斯（株）／（株）ちの技研／茅野市総合

サービス（株）／（一社）茅野市訪問看護センター／（株）中央写真／（株）司建設／（医）塚田医院／ツクイ茅

野デイサービスセンター／（株）ツチハシ／（医）土橋会／（株）常富興業／ T&H（同）／（株）藤生建設／（株）

東諏産業／東洋精機工業（株）／（株）都市不動産鑑定事務所／（株）ナショナルツール／南新電気工業（株）／

（同）二輝／（株）ニチワ工業／（有）ヌーベル梅林堂　茅野店／野村ユニソン（株）／八幡商事（株）／（株）

ＰＯＬ／ひまわり作業所／（株）向日葵　にじのわスマイルちの／平岡産婦人科／平澤電気工事（株）　茅野営

業所／（特非）福寿草／（特非）ふくろうSUWA ／（有）フジモリ薬局／（株）ベルビア／（有）マルコー／

（有）マルサン両角石材／マルジョー上田印刷茅野営業所／三五十屋／（有）みすず保険事務所／（株）ミセキ／

（株）ミヤサカ工業／宮坂ゴム（株）／（株）みやま／（有）両角石材／（特非）八ヶ岳福祉農園／（有）八剣技

研／（税）栁澤会計／（有）矢ノ口自動車工業／（株）山長／やよい生花店／（株）ユニオン電設／（有）由建興

業／ライフクリニック蓼科
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今回の
クイズ

◦  保育園の子供と地域の高齢の方とのふれあいの写真を
見て、コロナ対策をしながらも、こういう交流ができた
ら地域のあたたかさだな～と思いますし、子供を持つ親
として、たくさんの方たちと触れ合えたら幸せだなと思
いました。 （米沢　女性）

◦  コロナ禍で地域の集まりも軒並み中止になっています。
子どもと公園へ行っても、なんとなく話しかけづらく…
気軽にご近所さんと話せる日々が早く来ればいいなと
思うばかりです。 （宮川　女性）

◦  クイズをやるのがむずかしかったけど、たのしかったで
す。 （玉川　7歳　女性）

◦  コロナ感染者数は収まってきたけど、全国ゼロになるま
では、引き続き感染対策は徹底しようと改めて思いまし
た。 （豊平　女性）

◦  茅野市に暮らしていても、なかなか知ることのできない
活動であったり、情報を“やらざあ”で知りました。こ
れからも楽しみにしています！！ （玉川　30代　女性）
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今年は御柱の年です。御柱祭の正式名称は？

　　○○○○○○○○祭
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。

応募締め切り　令和4年2月9日（水）
前回のクイズの答え　大人
当選者

中山美沙希さん（米沢）　　　森山あゆみさん（宮川）
上村ふさ子さん（湖東）　　　林清江さん（玉川）
うしやままほさん（玉川）　　

当選された方には図書カードをお送りいたします。

　ご応募ありがとうございました。
　

御柱祭

社協広報紙 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。

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。

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。

☎73－4431

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

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

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

ご寄付ありがとうございました
令和3年11月1日～令和3年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】
有限会社甲信代理店 ダイニチブルーヒーター　2台
ダイナム長野茅野店 日用品・食料品　14種115点
ほっこらサロンの会 清拭布、新品の下着やタオル　34.5㎏

【寄付金】　
粟沢区高齢者クラブ　六和会 22,400円
小海　昌訓・弘子 500,000円
茅野市ソフトボール協会 80,600円

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
にも使われています。
※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。

◦  頭のトレーニングに毎回脳トレをやっています。もう少し難
しいのも挑戦してみたいと思います。

◦  ９月の宮川の土石流災害は、地区の方々の防災意識の高さ、
助け合いの素晴らしさで人的被害もなく、その後の復旧もス
ムーズで、茅野市もすごいなと改めて感心しました。ボラン
ティアも520名もいたのですね！被災された方々が落ち着
いて早く生活できますようにお祈りしています。

 （ちの　女性）
◦  コロナに負けない様に対策をして、外に出てコミュニケーショ

ンを取るように心掛けています。 （中大塩　女性）
◦  私は奉仕委員会の中学生です。やらざあを委員会でもらって

読みました。もう少し文字が大きいと高齢者やたくさんの人
が読みやすいと思いました。 （湖東　女性）

◦  「感染予防Play!」参考になりました。感染予防対策が少し慣
れっこになり、「まぁいいかぁ～」と気持ちがゆるんでいる
気がします。オミクロン株がどの程度かわからないだけに、
再度予防対策を徹底します。 （玉川　60代　女性）

やらざあ　2月号
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	やらざあ149-p5
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