
　「誰でも来られるサロンをつくりたい」を目標に第二層生活支援コーディネーターさんや

地区社協会長さんと相談を重ね、本年４月から始まりました。元ほのぼの倶楽部の継続の場で

もあり、現在20名余の参加者があります。

　皆が楽しい場所とするため、楽器演奏や演歌体操を招いていますが、担い手さんたちの技量

も高く、芸達者なメンバーが揃っています。当初は４名だった担い手さんも現在は14名にな

りました。

来月はもみじ狩り。お弁当をとって会食会です。楽しみですね！
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【こまがねオカリナクラブの皆さんを招いて】

市
内各所で  いきいきサロン開催中！！

サロンさくら（北割1区）

◆開催日／毎月1回　第3火曜日 9：30～◆



　平成29年度、駒ヶ根市では皆様から総額6,919,586円を共同募金にお
寄せいただきました。このうち約7割が駒ヶ根市へ還元され、児童青少年福祉、
高齢者、障がい者、地域福祉のために使われています。本年も『じぶんの町を
良くするしくみ』をキャッチフレーズに、10月1日から全国一斉に募金活動が
始まります。
　市内の各所にご協力をいただき、募金箱を設置させていただきました。
　どうぞあたたかなご支援をお願い申し上げます。

“地域の防災は自分たちで”“地域の防災は自分たちで”

運動が始まります ! !

平成30年度
駒ヶ根市共同募金委員会
目標額　6,815,000円
＊世帯あたりの募金目安は1,000円です。

   個別募金　　5,588,657円
   法人募金　　　988,198円
   学校・職域募金　　　208,750円
 そ の 他  　　 133,981円

10月1日から12月31日まで

【募金の方法と昨年度の募金額】

　昨年、駒ヶ根市では福岡地区社協から“災害
用煮炊釜”購入の申請があり、長野県共同募金
会「安心安全なま
ちづくり活動」支
援配分による助成
を受けました。

9月2日（日）9月2日（日）朝、降っていた雨があがり、
さわやかな秋風が吹く中、
開催されました。

オープニングセレモニー

「であい  ふれあい  ともにいきるまち」
みんなの想いがひとつになりました。

仲間の輪が更に
大きく広がりました。

『ふれあいの木』にたくさんの
メッセージの果実が実りました。

「つれたよ～！」
魚つりゲームで

和気あいあい(^-^)

「新しい出会い」と
「懐かしい再会」が融合。

「わたし」もふれあいの木に
メッセージ書いたの　

あおぞらテント村を
楽しんでいます。

「かき氷」うれしいな♪

ふれあい広場
大勢の皆さんが集まりました～★ 多くの市民のみなさま、ご来場ありがとうございました！

当地区では生活の根幹を揺るがすよ
うな災害に見舞われることなく過ご
しておりますが、いつ何時大災害が
襲ってくるか判りません。
そんな際に、区民の皆さんへの食糧
支援ができるよう“ 災害用煮炊釜 ”
を備えることが出来ました。有事の
際だけでなく、地域の防災訓練など
にも利用してまいります。

福祉の充実 、わたしたちの声と手で 福祉の相談 、ボランティアの問い合わせは社協まで　→ TEL (81) 6000・(81) 5900 FAX (81) 5745社協報第 172号

1．「安心・安全なまちづくり活動」支援配分
　会則等を有する非営利団体で、住民を対象に行う防災、防犯啓
発・実施事業で平成31年4月から１年以内の間に行う事業が対象
です。（配分金は1団体20万円を限度）

２．「地域生活支援活動」配分
　孤立をなくす地域住民による包み支え合い活動
　会則等を有する非営利団体で地域住民とともに行う包み支えあ
う活動で平成31年4月から1年以内の間に行う事業が対象です。
（配分金は1団体5万円を限度）

3．「福祉・ボランティア活動」配分
　定款・会則等を有し市町村の地域を越えて活動を行う団体で、
各種のコミュニティーサービス、ボランティア活動が対象。配分
金は事業費の75％以内で配分額は50万円を限度

◆申請書類の請求等お問合せは、駒ヶ根市共同募金委員会（社協内）

◆申請受付期限　平成30年11月20日（火）

赤い羽根共同募金配分金事業を公募いたします。（県共募広域配分） あなたの活動を応援します！！あなたの活動を応援します！！

（赤い羽根共同募金配分金事業）

　駒ヶ根市共同募金委員会では、地域福
祉の推進、駒ヶ根市内の地域の特性をい
かした発展性・継続性のある事業、地域
住民が安心して暮らせるまちづくりを目
指す施設・団体・グループを対象に共同
募金配分金を公募いたします。

対象団体／市内を拠点に活動し、地域福
祉に貢献することが予測され
る施設・団体及びグループ

対象事業／①備品の購入・修理
②文化・スポーツ活動
③講演・研修費
④調査・研究費

助成金額／１件10万円までとします。
（本事業予算30万円）

応募締切／平成31年１月31日（木）
お申込み・お問合せ

駒ヶ根市共同募金委員会（社協内）
TEL.81-5900

～ ふれあい広場ご協力の御礼 ～～ ふれあい広場ご協力の御礼 ～ ふれあい広場バザーのお礼ふれあい広場バザーのお礼

西日本豪雨災害義援金西日本豪雨災害義援金

　心配された雨もなく、第34回ふれあい広場は多くの
皆様のご支援、ご協力を賜り、所期の目的を達成され
ました。厚くお礼申し上げます。
　福祉は、これからの地域社会の中でますます重要な
分野となります。このふれあい広場は「住み慣れた街で、
明るく楽しく」を目指して、様々な取り組みが行われま
した。
　「皆さんの皆さんによる皆さんのためのふれあい広
場」 伴に手と手を繋ぎ、大きな福祉の輪となり、福祉の
充実に寄与されることを期待して止みません。
　今回の手作りの市民の福祉の祭典に際しまして、多く
の市民の皆様・企業・事業所・施設・学校・個人有志・
広報協賛店・後援を頂いた皆様に対してお礼を申し上
げまして、お礼の言葉とさせていただきます。ありがと
うございました。

　今年のふれあい広場バザーの売り上
げは258,140円 となりました。
貴重な物品をご提供くださり、また、
売り上げにもご協力いただきありがとう
ございました。

　ふれあい広場当日、中学生･高校生のボランティアさ
んに募金運動をしていただ
き 44,170円の義援金が集
まり、共同募金会へ送金い
たしました。
　ご協力ありがとうございま
した。第34回ふれあい広場 実行委員長　久保田　清

ありがとう
ございました。

ご協力

くださった皆様、

ありがとう

ございました！！
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善 意 銀 行 報 告

あたたかな真心、ありがとうございました。
(平成30年7月2日～9月21日)

30,000円

85,000円

11,309円

40,000円

1,029,000円

福祉用具4点

300,000円

駒ヶ根市体協ゲートボール部

日本発条労働組合伊那支部

駒ヶ根高原音楽祭実行委員会

シニア大学駒ヶ根市同窓会

匿名

ニッパツメック

(株)ナンシン

寄 附 者 名
善意銀行

　駒ヶ根市文化会館大ホールにて県内関係者
600名が参集して執り行われました。当日は長野
県知事を始めとして衆参国会議員、県議会議員、
駒ヶ根市長など、多くの来賓者が訪れました。
式典では知事表彰・理事長表彰・感謝状が贈られ、
会員の多大な功績を讃えました。また、大会決議
では、障害者差
別の禁止条例制
定の要望や地域
の相談支援体制
の充実、災害時
の障害者支援体
制確立などが決
議されました。

～おめでとうございます！～～おめでとうございます！～

長野県社会福祉大会で表彰されました！長野県社会福祉大会で表彰されました！
第69回 長野県身体障害者福祉大会開催 9月6日（木）

(単位　円）

寄附金額の
経理区分別の内訳

福祉のまちづくり、市民の福祉の充実等に関わ
る活動をしている団体、グループ等
活動の目的、計画、経費の状況が分かる資料を
添えて、所定の申込用紙にて１月下旬までに申
請してください。
１件１０万円以内
助成金をご希望の方、詳しいことをお聞きになり
たい方は下記までご連絡ください。
福祉を考える企業の会事務局
駒ヶ根市社協　TEL８１-５９００ 担当/宮崎

お問い合わせ

応募資格

金　額

申込方法

日　時

内　容
会　場

平成30年10月27日（土）9時受付開始～12時
竜東やまびこ園
9時30分～　軽体操
10時～　初心者向け詩吟教室
初めての方でも大丈夫です。皆さんで詩吟を楽し
みましょう。
200円（お茶代）
たんぽぽの家・桜木園の販売があります。
介護についての疑問や心配事など相談事があれ
ばお気軽にお話しください。
竜東やまびこ園 0265-83-5060（担当　臼井・竹内）お問い合わせ

会　費
販　売
介護相談

日　時

「福祉活動助成金」の募集を行います。

～市民の福祉活動に助成します～～市民の福祉活動に助成します～

福祉を考える企業の会より福祉を考える企業の会より

やまびこ茶屋やまびこ茶屋
　サンスポート駒ヶ根年末恒例イベント！
滑り台や浮き具で遊べる「ペンギン広場」、みん
なで踊ろう「水中ダンス」手と手のタッチによる
「遠泳リレー」、運動会風「水中レクリェ―ション」
などなどイベント盛り沢山！
　みんなで寒さを吹き飛ばす楽しい一年の締め
くくりにしましょう！！是非ご参加ください！！

サンスポート駒ヶ根アクアカーニバルサンスポート駒ヶ根アクアカーニバル

申込等お問い合わせ
障がい者スポーツ支援センター駒ヶ根
「サンスポート駒ヶ根」  TEL 0265-82-2901

平成30年12月16日㈰
10時～15時（予定）
長野県看護大学  プール

どなたでも！　　　　　　　無料

日　時

会　場

参加者 参加費
（障がいの有無問わず参加できます！）

地球人ネットワークinこまがね 傾聴ボランティア心友

福祉の充実、わたしたちの声と手で社協報第 172号

なんでも伝言板なんでも伝言板なんでも伝言板
申し込み・

お問い合わせは社協へ 81-5900




