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　10 月 23 日（日）10 時～ 12 時にふれあいセンターで開催します。今回は食料の他にも、食器や子ども服のリサ

イクルのコーナーもあります。心のこもった『食料応援の日』となるように、メンバーが協力して企画しています。

ぜひ、「エコバッグ」を持参してお越しください！

m

こんにちは こども食堂で
す。 

コロナウイルス
の影響で食堂

が開けませんが
、前回に引き続

き、皆さんから
ご協力いただい

た食品をお分け
します。 

お申し込みは不
要です。どなた

でも気軽にお出
かけください。

 

 

日 時 令和４年10月23日（日） 10：00～12：00 

 

会 場 ふれあいセン
ター 駒ヶ根市梨の

木２－25 

 

お配りする食料
品 

 インスタント食
品、お米、麺類

、野菜、子供さ
んの 

  お菓子など袋
に分けられてい

るものをお渡し
します。 

  リサイクル食
器もよろしかっ

たらどうぞ 

 

その他 

 マスク着用、
手指消毒など、

新型コロナウイ
ルス 

 対策にご協力
ください。エコバ

ッグを 

 お持ちくださ
い。 

 
主 催 つながる食堂おいでなんしょこども食堂 

共 催 駒ヶ根市社会福祉協議会、 

        駒ヶ根ライオンズクラブ 

後 援 駒ヶ根市教育委員会 

問い合わせ 

こども食堂担当
 肥野 0265-83-3459 

            下井 0265-83-3645 
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つながる食堂 おいでなんしょ

「食料応援の日」
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お
り
ま
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10月23
日



　今年の養成講座は、コロナ禍でつながりを作ることが難しい状況にある中で、「身近な人を

支えるために」をテーマに開催しました。

　実際に地域でボランティア活動をしている方の体験談をお聞きしたり、駒ヶ根市に暮らす外

国出身の方との交流の場を持ち、駒ヶ根での生活の様子や文化の違いで戸惑ったことなどのお

話しをお聞きしました。

　誰に対しても「ひとこと声をかける」ことがつながるきっかけになるのではないかと改めて

感じました。

　新潟県（村上市・関川村）では、8 月初旬の豪雨災害で大き

な被害が出ました。復旧活動はコロナ禍の影響もあり、ボラン

ティアの支援が大いに不足している状況でした。

　このような中、新潟県の災害ボランティアセンターからボラ

ンティア募集範囲を隣県に広げる旨の情報発信があり、これに

対応して、上伊那郡内の社会福祉協議会が連携して、ボランティ

アバスを 9 月 9

日（金）に運行

しました。

　当日は、一般

参加者と社協職

員を合わせて 23

名が支援に出向きました。駒ヶ根市社協も職員

4 名を派遣しました。現地までは片道 6 時間と

遠方であり、日帰りの支援としては体力的にも

厳しい支援となりましたが、上伊那からボラン

ティアの力を届けることができました。

『地域支え合いサポーター養成講座』
20名修了しました！

新潟県豪雨災害支援報告

〈養成講座修了した皆様と、講師の地球人ネットワークinこまがねの皆様〉
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なんでも伝言板なんでも伝言板なんでも伝言板

※しめ縄の予約注文も
　承ります

申し込み・お問い合わせは社協へ

TEL 81-5900

◆応援番組のご案内　
　チャンネル１１（行政チャンネル）
・放 送 日
　　令和４年１０月４日（火）～
　　　　　　１0月11日（火）〔８日間〕

・放送時間　6:30、8:30、10:30、12:30、
15:00、19:00、21:00、23:00
4日の19時からの放送が最初です。
11日の15時からの放送が最終です。
１０分程度の番組です。

・番組内容
　　令和４年度のひとり暮らし高齢者のつどい
　は、皆様方にこれからも元気で過ごしていただ
　けるように食事補助券や保育園児のメッセー
　ジカードをお送りしました。
　　そこで、応援番組を通して食事補助券の利
　用方法について放送いたしますのでぜひご覧
　ください。

令和４年度

「ひとり暮らし高齢者のつどい」
番組のおしらせ

令和４年度

「ひとり暮らし高齢者のつどい」
番組のおしらせ

たんぽぽの家

自主製品の展示販売会を
開催します！！

たんぽぽの家

自主製品の展示販売会を
開催します！！

寄 付 募 集寄 付 募 集

　駒ヶ根市社会福祉協議会では令和2(2020)
年/令和3(2021)年産以降のお米を募集してい
ます。白米、もみ、玄米どの状態でも結構です。
　ご寄付いただいたお米は、生活困窮者支援
や、食料応援に活用させていただきます。
　皆さんのあたたかい支援
どうぞよろしくお願いいたし
ます。

　わたしたちたんぽぽの家で作っている自主製
品を地域のみなさまにぜひ知っていただきたい
と思い、この度販売会を開催することにいたしま
した。
　いろいろな種類を用意してお待ちしています
ので、ぜひお気軽にお越しください！

お問い合わせ
　駒ヶ根市社会福祉協議会
　TEL：81-5900　担当：宮崎・伊藤・松井

善 意 銀 行 報 告

あたたかな真心、ありがとうございました。

氏　　名　　等 金額（円）・物品

駒ヶ根マレットゴルフ同好会 様

駒ヶ根市スポーツ協会ゲートボール部 様

39 会 様

信英蓄電器箔労働組合 様

藪原　剛 様

東洋羽毛北信越販売㈱ 様

日本発条㈱労働組合伊那支部 様

50,000円

30,000円

46,272円

食料品

福祉用具

食料品

90,000円

(2022年7月1日～2022年8月31日)

・日　時
　　令和４年１０月20日（木）・21日（金）
　　９：００～15：００

・場　所　障がい者センター高砂園
　　　　　　（たんぽぽの家のお隣です）
　
・販売品
　　リース、牛乳パックのイス、
　　手芸品、パウンドケーキ等

【お問い合わせ】
たんぽぽの家　担当：小林・酒井
駒ヶ根市赤須東2-12　TEL：0265-81-8116

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



　令和３年度、駒ヶ根市では皆様から総額6,386,737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運動が始まります。
　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。

運動が始まります ! !

あるぱかふぇ：子ども運営食堂

児童遊園
　砂場砂補充事業

10月1日から12月31日まで

1．「安心・安全なまちづくり活動」公募配分
　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・実施事業が対象。配分金は１
団体20万円を限度。

２．「地域生活支援活動」公募配分
　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
行う包み支え合い活動が対象。配分金は事業費の
75％以内で配分額は１団体30万円を限度。

3．「県域社会福祉団体」公募配分
　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。

◆令和５年４月から１年以内の間に行う事業が対象

◆申請書類の請求等お問い合わせは、
　　　　　　　　駒ヶ根市共同募金委員会（社協内）

◆申請受付期限　令和４年11月18日（金）

　全国でも珍しい、子どもが主体となり運営する食堂

【あるぱかふぇ：子ども運営食堂】に挑戦しています。

　そのために、お金の流れや仕組み、接客やコミュニ

ケーションなどを身につけるための講座に助成金を使わ

せていただいております。

　講座を通じて「自分たちがお客さんならどんなお店が良いかな…」と相手の立場を考えなが

ら、自分事として主体的に活動し子どもたちは成長しています。

　この活動は今後も継続していきます。本当にありがとうございました。

　次回は11月 6日（日）に行います。子どもたちのいきいきとした姿を地域のみなさんへお届け

します☆ぜひみなさんお越しください。

長野県共同募金会広域配分金事業を
公募いたします。

　市場割　向ヶ丘公園の砂場の砂を補充し
ました。

Ⓒ中央共同募金会
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