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「社協だより」の発行には共同募金の配分金が使われております

今 号 の 話 題
赤い羽根共同募金報告　　　なんでも伝言板

成年後見制度　　　善意銀行

おぼえてください～ヘルプマーク～

発　行　者

駒ヶ根市社会福祉協議会
駒ヶ根市梨の木2-25
http://www.kmshakyo.org/

（ふれあいセンター）

TEL.0265-81-5900　FAX.0265-81-5745

　ふれあいセンターにフリーWi-Fiが整備されました。

　平成9年度赤穂中学校卒業生による「09厄年会戌亥ひまわり会」と市民の

皆様から寄せられた「善意銀行」のご寄付で整備いたしました。

　ふれあいセンターをご利用の際は是非ご活用下さい。ご寄付ありがとうご

ざいました。

ふれあいセンターに
　 フリーｗｉ－ｆｉが
　　　　  整備されました

ふれあいセンターに
　 フリーｗｉ－ｆｉが
　　　　  整備されました

つながる食堂おいでなんしょ
  こども食堂主催
  ｢食料応援の日」開催

お待ちしてます！

日時：3/26（日）AM10～12時
場所：ふれあいセンター



　本年度は昨年度に引き続きコロナ禍において、貴重なご寄付を赤い羽根共同募金へお寄せいただき

ありがとうございました。

　大切な募金を地域のために役立てていけるよう皆さまの声に一層耳を傾けてまいります。募金にご

協力いただきました区、自治会役員をはじめ、市民の皆さま、企業、学校関係の皆さまのお力添えによ

り募金活動ができましたことを厚く御礼申し上げます。

令和４年度  赤い羽根共同募金の報告

じ
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種　別 実  績  額 種　　別 実績額
戸 別

法 人

学 校

職 域 募 金

そ の 他

5,109,753円

742,289円

36,782円

157,003円

65,846円

6,111,673円

法人募金としてご協力いただいた企業を紹介します。（五十音順・敬称略）

法人募金大口（１万円以上）総集計表 団体募金大口
アルプス中央信用金庫赤穂営業部

㈲小原ポンプ設備

㈱サラダコスモ

（医）生生堂須田医院

中央アルプス観光㈱

（医）中谷内科医院

㈱長野銀行

駒ヶ根ライオンズクラブ 5万円日本発条㈱DDS生産本部駒ケ根工場

㈱ハヤシ

㈲森文具店

㈱ヤマウラ

養命酒製造㈱駒ヶ根工場

和信化学工業㈱

合　計

（五十音順・敬称略） （五十音順・敬称略）

　令和４年度の募金は、

令和５年度（2023年度）の

実施事業に活用されます。

　高齢者・障がい者・子ども等へのボッチャ
普及活動の一環として、公式大会に近い
ボッチャコート購入資金の助成をしていた
だきました。やはり大きなサイズは、迫力
があり楽しさが倍増しております。
　まことにありがとうございました。

団体名：駒ヶ根ぼっちゃクラブ団体名：駒ヶ根ぼっちゃクラブ
令和４年度助成金への

ＩＡＭ電子(株)
(株)アイテックサービス
アイワ電機(株)
赤穂建設(株)
(有)赤穂製作所
赤穂タクシー(有)
(資)赤穂仲町食糧販売店
(株)アストロ電機 駒ヶ根営業所
(株)アップル(ダスキンりんご)
(株)アネット
(有)新井鉄工所
新井電気工業(株)
アルプス中央信用金庫赤穂営業部
(有)イグチ美装
石田建設(株)
(資)伊勢周商店
伊藤電工(株)
伊那バス(株)
農事組合法人伊那森パーク
(株)イナン
伊南自動車工業(株)
伊南スイミングクラブ
伊南電工(有)
(有)井上板金
(株)ウインベル
(株)ウラノ商工
(有)エヌアンドテイ設計事務所
(有)恵比寿産業
(株)エムジーケイ
(有)エルム
(有)遠藤建設
(有)オオサワ企画
(株)オートパル駒ヶ根
(有)奥村ふとん店
小澤建設(株)
(株)織井不動産
(有)オリオン農産
(医)偕行会駒ヶ根共立クリニック
(有)角十綿屋商店
(有)春日モータース
(株)金丸松井鉄工所
上伊那貨物自動車(株)
上伊那森林組合伊南支所
ガロ
(株)川岸商会
(有)カワバタ電気
(有)北澤成型
(株)北澤電機製作所
(株)北の原ファーム
北原産業(株)エスパル駒ヶ根
橘田社会保険労務士事務所
(株)キョウリツ
窪田建設(株)
久保田織染工業(株)
(株)倉田工務店
(有)クリーニングショップ浦野
(株)グリーニングハウス中原グリーンホテル
ケイエス技研(株)
(医)公仁会前澤外科内科クリニック
(株)光洋設備

(株)コガネイ駒ヶ根事業所
(株)小平建設
(有)小林電気工事商会
(有)小原ポンプ設備
(株)湖北堂薬局
(有)駒ヶ根印刷
駒ヶ根管工業(株)
(株)駒ヶ根自動車学校
駒ヶ根自動車産業(株)
駒ヶ根商工会議所
駒ヶ根ダイカスト工業(株)
(株)駒ヶ根電化
(株)本久駒ヶ根生コン工場
駒ヶ根労務協会
(株)コマセツエイト
(有)堺澤建設
坂本電機(株)
(医)座光寺内科医院
(有)佐藤設備
佐野建築所
(株)サラダコスモ
(株)サングン
(株)サンポー
サンリン(株)上伊那支店
(株)塩澤製作所
(株)ジッソク
信濃広告(有)
(有)清水板金
(株)ジョイフルテン ドコモショップ駒ヶ根店
(有)昭栄印刷
(同)夢倶楽部しらかば 信州カウンセリングセンター
(資)白鳥時計店
(株)信栄社
信光精機(株)
信州コガネイ(株)
(有)信州ナーセリー
信南サービス(株)信南レストラン
(資)水車
(株)スズキ自販南信
(有)すずらん
すずらん(株)
(医)すずらんまえやま内科･胃腸科クリニック
(医)生生堂須田医院
(有)西山荘
(株)セイビ社
(株)ゼンシン
(株)全日警飯田営業所駒ヶ根事務所
創術治療院
第一物産(株)
(有)第一部品商会
(有)太子堂
(有)ダイシンテック
泰成(株)
(有)タイヤショップ池上
(有)武井建築所
(株)タケガミ機械設計
竹花工業(株)
(有)竹村建築所
(有)タック
(有)田中薬局

中央アルプス観光(株)
(一社)中部地域づくり協会
酒造(株)長生社
塚田理研工業(株)
(資)つるや酒店
つれてってカード協同組合
帝国通信工業(株)
ティブロン(有)
(有)戸枝製作所
(株)トーワ
(株)としまや
(有)友栄建築
中島鉄工
中島電気工事(有)
(医)中谷内科医院
南信ハーネス(株)
(株)長野銀行
長野県労働金庫駒ヶ根支店
(株)長野デラップス
(有)ナガミヤマ機工
(有)中村光機
ナパック(株)
(株)ニシザワベルシャイン駒ヶ根店
(株)日興コンサルタント
ニッパツ・メック(株)
日本シャフト(株)
日本発条(株)DDS生産本部駒ヶ根工場
ハチ食品(株)
(有)花木タイヤ商会
(有)羽場左官店
(株)ハヤシ
(有)林モータース
(株)ハヤシ薬局
(有)原製作所
(有)原冷熱工業
(医)東伊那すこやかクリニック
ファイヤーサイド(株)
(株)富貴屋金物店
富貴屋建設(株)
福美建設(株)
(株)冨士屋
(有)ペイントコバヤシ
(株)ＢＥＳＳ信州
(有)棒政洋品店

(株)ホテルやまぶき
(株)アルプスHondacars松本南駒ヶ根店
まさき屋食事処
(有)松井建設
松井自動車工業(株)
(有)松岡産業
(有)松崎重機
(有)松沢自動車
(医)まつむら小児科医院
(有)松本プラスチック製作所
(有)馬見塚旅館
(資)丸一漆山皮工場
(有)丸共産業
丸五橋本商事(株)
(株)丸滝
(資)丸玉あわや商店
(有)マルモ柳屋商店
(名)丸六田中製パン所
(株)ミコマ技研
三沢ブルドーザー(株)
(株)みずほ
南信州ビール(株)
(株)宮脇製作所
三好屋建設(株)
(有)向山建築所
(資)昔屋商店
(株)明治亭　
(有)森文具店
(有)やじま薬局
(有)ヤスエ
(有)ヤスカワ精工
(有)柳屋肉店
(株)ヤマウラ
(株)ヤマサン宝飾
(有)山ニ園
(有)山本ポンプ設備
輸入石油(株)
養命酒製造(株)駒ヶ根工場
よこやま耳鼻咽頭科医院
(有)吉澤燃料
(株)旅館二人静
(有)ワイ･エス･イー セブンイレブン駒ヶ根中央店
(有)ワイエム設計
和信化学工業(株)
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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
申し込み・お問い合わせは社協へ

TEL 81-5900

「たくさんのお米のご寄付を
ありがとうございました！」
「たくさんのお米のご寄付を
ありがとうございました！」

　令和４年10月からご寄付を募ら
せていただいたところ、市民の皆
様から令和５年1月末までに27件、
約1500㎏のお米を頂きました。こ
のお米は、コロナ禍や物価高騰等
の影響で生活維持が大変になって
しまった方々にお渡ししています。
また、食料支援活動に取り組まれ
ているボランティア団体にもお渡し
して、有効活用いただいております。ご寄付をいただいた皆様、本
当にありがとうございました。

　前回の社協報にてお願いしました寝具
類、衣類につきまして、当施設にたくさん
のご寄付を頂戴いたしまして、誠にありが
とうございました。市民の皆様の温かいご
支援に、改めて心より厚くお礼申し上げま
す。頂いた物品はご利用者のために大切に
使わせて頂く所存です。
　また、多くのご協力を頂きましたので、
ご寄付の依頼は終了とさせて頂きます。今
後とも、障害福祉にお力添えのほどよろし
くお願いします。
　　　　　　　　　　　　長野県西駒郷

令和４年度  第59回駒ヶ根市社会福祉大会開催（お知らせ）令和４年度  第59回駒ヶ根市社会福祉大会開催（お知らせ）

ボランティア活動保険
■令和５年度ボランティア活動保険の受付を開始しました。
【令和 5年度加入プラン】（加入期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日まで）

※全プラン4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

年間保険料 350円 500円

5億円（限度額）

1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500 円

65,000 円

32,500 円

4,000 円

補償開始日から10日以内は補償対象外

550円

× ○

初日から補償

○

死亡保険金

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金（対人・対物共通）

ケガの補償

賠償の補償

手術
保険金

基本プラン 天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン

入院中の手術

外来の手術

西駒郷よりお礼の言葉西駒郷よりお礼の言葉

　コロナウイルスのまん延を繰り返す中、再三の自粛生活の影響は高齢者の生活不安や健康不安に大きな影響
を与えています。また、子どもや学生、現役世代においても逼迫した経済状況下での暮らしを余儀なくされて
いる人も多く、生活困窮への危惧は深刻な状態となっています。　
　このような中、本大会は改めて人と人とのつながりの重要性を認識し、市民の皆さまが地域福祉活動への理
解を深め、誰もが住みよく安心、安全に暮らせることを目的として開催します。

開催日：令和5年3月4日（土） 午後1時10分～2時40分
内　容：大会式典、福祉功労者等の表彰、表彰者の活動紹介、大会宣言採択他
会　場：ふれあいセンター（集会室）
参加者：※一般参加者の参集は行いません

大会スローガン（継承）
　「支え合いの中で、安心と生きる喜びをもって、笑顔あふれる地域社会を」

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



善　意　銀　行　報　告

あたたかな真心、ありがとうございました。
 (令和4年12月1日～令和5年1月31日)  

西山荘 様

富貴屋建設㈱吉和会 様

日本発条㈱労働組合伊那支部 様

積会（つもるかい）様

タオル

30,000円

100,000円

47,844円

氏　　名　　等 金額（円）・物品

㈲コモン 様

日本発条㈱DDS駒ヶ根工場 様

09戌亥ひまわり会（厄年会） 様

匿名 様

カレンダー

アルファ米

フリーwif i 整備

100,000円

～判断能力が不十分な方の生活や権利を擁護するために～成年後見制度成年後見制度

～ヘルプマーク～

 ◎どんなことができる制度？
　認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分ではない方について、家庭裁判所

に申し立てを行い、本人を援助する人（成年後見人等）を選任し、その人に法的な権限を与え、

本人の代わりに法律行為を行うことができるようにする制度です。

　裁判所が決めた後見人は、本人に代わって次のことが出来ます。

　① 身上保護：本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮した支援を行う。
　　　例：老人ホームなど介護施設の各種手続きや費用の支払い

　　　　　障害福祉サービスの利用の手続き

　　　　　定期的に訪問し生活状況を確認

　② 財産管理：本人に代わって財産の管理を行う。
　　　印鑑、預貯金通帳の管理・収支の管理・不動産の管理・処分、貸地・貸家の管理

　　　遺産相続の手続き

 ◎どんな人が後見人等に選ばれるの？
　　成年後見人等は、親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などから選任されます。

　駒ヶ根市社協では、法人で後見人を受けられる体制をとっています。

　ご質問等がありましたら、駒ヶ根市社会福祉協議会（0265-81-5900）までご連絡下さい。

〈表側〉 〈裏側〉

身につけている方の例

 ◎ヘルプマークって何？
　｢見た目では分かりづらいけれど、配慮が必要な場合がある人（例え

ば、知的障がい・精神障がい・内部障がいのある方、妊婦等）のため

のマーク」です。ヘルプマークを身につけている事で、電車やバスの

優先座席に座っていても嫌な視線を受けることが減ったり、困りごと

があった際に支援や配慮を受けやすくなったりします。

 ◎困った様子の人がヘルプマークをつけていたら？
　まずは、「何かお手伝い出来ることありますか？」と声を掛けてみてくださ

い。会話が困難な人だった場合、ヘルプマークの裏側を確認させてもらうと、手

助けしてほしいことが書かれているかもしれません。

　写真撮影に協力して頂いた方にお話をお聞きしました。「ヘルプマークをつけ

ている人が困っている時には、助けて欲しい」そして、「ヘルプマークのことを

もっと皆さんに理解してもらえるとありがたい」と言われていました。

　ヘルプマークの申請については【駒ヶ根市役所 福祉課 障がい福祉係】までお問い合わせ下さい。

おぼえてくださいおぼえてください

福祉の充実、わたしたちの声と手で社協報第 194号


