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夏のボランティア体験

サマーボランティアスクール
（障害者スポーツ大会）

サマーボランティアスクール
（こども園）

やんぼらクラブ
（環境保全）

サマーボランティアスクール
やんぼらクラブ
（福祉作業所）
（24時間テレビチャリティ募金）
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サマーボランティアスクール
（高齢者施設）

高校生のサマーボランティアスクール』と『やん
ぼらクラブ』を開催しました。
『サマーボランティアスクール』では、障がい
のある方や高齢者の方、そして子どもたちに関わ
るボランティア体験と交流を行いました。
『やんぼらクラブ』では、環境保全について考
えたり、募金活動を行ったりしました。
夏休みを利用したさまざまな体験を通して、多
くの参加者がボランティアについて学び、考える
機会となりました。
（関連記事４・５ページ）

この広報誌は、共同募金でつくられています。

「赤い羽根共同募金運動」

が始まります。

今年も、10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が
始まります。（〜12月31日まで）
運動期間中、1,000円以上ご寄付いただいた方には、
『赤い羽根
メルギューくんストラップ』をお渡し
いたします。

 2019年度はストラップ！
デザインはこちら♪

今年も皆さまの温かいご支援、ご協力をお願いします。
共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して
暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の
課題解決に取り組む団体を応援する「じぶんの町
を良くするしくみ。
」として取り組まれています。
〜みんなのやさしさが集まって、
もっと、もっと良い町になりますように〜

【問合せ】
小矢部市共同募金委員会
（小矢部市社会福祉協議会内）
ＴＥＬ ６７−８６１１

おやべ元気フェスティバル2019
【日
【場

時】 令和元年10月５日（土）
9：30〜14：00
所】 クロスランドおやべ

小矢部市社会福祉協議会では、
「ボランティア部門」を担当します。
【内

容】 ◎手話・点字・音訳体験コーナー
◎福祉の店
◎福祉用具の展示
◎餅つき大会
◎福祉・ボランティア相談 など

善意作品頒布会
【日

時】 令和元年11月８日（金）
〜11月11日（月）
10：00〜16：00

【場

所】 市総合保健福祉センター
３階 大会議室
色紙（画・書）、陶芸、
彫刻などございます。

市内外の著名な芸術家
の皆さまに、ご出品いた
だいております。

是非、
お越し下さい。

みんな来てね。
待ってるよ♪

【問合せ】
小矢部市社会福祉協議会
ＴＥＬ ６７−８６１１

【問合せ】
小矢部市社会福祉協議会
ＴＥＬ ６７−８６１１
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小矢部市災害ボランティアコーディネーター研修会
【日

時】 令和元年

【場

所】 小矢部市総合保健福祉センター

【対

象】 市社会福祉協議会より委嘱された災害ボランティアコーディ
ネーター、地区社会福祉協議会関係者、福祉施設関係者、防
災士、関心のある方

【内

容】 講

を開催します。

９月17日（火）19：00〜21：00
3階

大会議室

義 「災害発生！〜その時、あなたの役割は？〜」
（仮）
災害時のボランティア活動と災害ボランティアセンターの役割を知っていた
だくと共に、地域住民として、災害ボランティアコーディネーターとして、施
設職員として自分たちのできること、すべきことを実際に被災地に赴き、活動
された経験等をもとにお話しいただきます。

講

師

【受講料】 無

料

特定非営利活動法人 明日育
常務理事
長井 一浩 氏

【申込み・問合せ】
小矢部市社会福祉協議会
ＴＥＬ ６７−８６１１

『災害ボランティア
コーディネーター』とは
災害時における災害ボラ
ンティアセンターの設置・
運 営 ス タ ッ フ と し て、 ボ
ランティアの受付や送り出
し、派遣要請の受付などの
役割を担います。

広がれ！ケアネット活動
ケアネット活動とは、支援が必要な方に対し、見守りや話し相手などの活動を通して、
「住み慣れた地域で、お互いに安心して暮らせる福祉のまち」をめざした取り組みです。
市内18地区社会福祉協議会を中心に活動しています。外出支援等一部の活動は有料と
なっています。

話し相手

外出支援

見守り・声かけ
ゴミ出し

買物支援

お困りごとがありましたら、市社会福祉協議会までお問合せください。
【問合せ】小矢部市社会福祉協議会 ＴＥＬ 67−8611
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中学生・高校生のサマーボランティアスクール

活動報告

市内の中学校・高校に通う生徒延べ５０人が参加し、夏休み中のボランティア体験を行う
「サマーボランティアスクール」を開催しました。
サマーボランティアスクールは、ボランティア体験を通して「具体的な福祉活動」を経験
することで、「おもいやり・やさしさ」の心を育み、同時に社会福祉・ボランティア活動へ
の関心を喚起させ、次代における福祉マンパワーの醸成に資することを目的としています。
①７月28日（日）

②８月５日（月）

『第15回小矢部市障害者スポーツ大会』
大会では、９チー
ム対抗でボール送
り、玉入れ、フライ
ングディスクの３競
技が行われました。
各競技の運営補助等
を通して、参加者の
皆さんと交流を深め
ていました。

『こども園でのボランティア体験と交流』
津沢こども園において、1～５歳児のクラス
に別れ、保育のボランティアを体験しました。
「お兄ちゃん先生」
、
「お姉ちゃん先生」は、園
児のみんなに大人気でした。

【参加者の声】
◎子どもたちと話す
ときに、目線を合
わせたり、わかり
やすく伝えるのが
大変だった。
◎子どもたちがたく
さん話しかけてく
れ、仲良くなれて
嬉しかったです。

【参加者の声】
◎普段交流することが少ない方々といろいろな
話ができて、同時にたくさんのことを学びま
した。
◎いろいろな障がいがあり、その大変さを知っ
た。もう少し会話ができれば良かったなと反
省。

③８月７日（水）

『高齢者施設でのボランティア体験と
利用者との交流』
特別養護老人ホーム
ほっとはうす千羽にお
いて、職員の方のお話
を聞き、その後、ボラ
ンティア体験と利用者
の方々との交流を行い
ました。
【参加者の声】
◎シーツ交換がうまくできるようになりまし
た。交換したら、「ありがとう」と言われて
とてもうれしかったです。
◎ゆっくり話すことと、笑顔で接することが大
事なんだなと思いました。
◎自分から会話することができなかったので、
今度は自分から会話したいです。

④８月９日（金）

『福祉作業所あけぼのの利用者との交流会』
午前は、
事前学習を行った後、
レクリエーショ
ン「ラダーゲッター」を通して交流を深めまし
た。みんなで一緒にお弁当を食べ、午後は福祉
作業所あけぼの第一で、皆さんが普段行ってい
る作業を教えてもらいながら体験しました。
【参加者の声】
◎笑顔で話したり交流
したりできて良かっ
たです。
◎障がいをお持ちの方
でも、熱心に仕事に
取り組んでいる姿が
とても印象的でし
た。
◎接し方を考えるいい
機会になりました。

ご協力いただきました関係者の皆さま、ありがとうございました。
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やんぼらクラブ通信
★ ７月30日（火） 『環境について考えよう！〜工場見学に行こう〜』
令和初のやんぼらクラブは、『環境について考えよう！』
ということで、環境保全などに取り組んでいらっしゃる北陸
コカ・コーラ砺波工場へ見学に行ってきました。さまざまな
取り組みについて知ることができました。
る
にもでき
自分たち いかな？
はな
取り組み

◆ コカ・コーラの環境への取り組み ◆
・水の使用量の減量化、水のリサイクル
・森（水源）を守る活動
・ペットボトルのリサイクル
・コーヒーやお茶のかすを肥料やエネルギーに再利用
・トラック使用台数削減による二酸化炭素の削減

★ ８月25日（日） 『24時間テレビ愛は地球を救う』チャリティ募金
8月25日（日）
、
「アルビス小矢部店」において
ボランティア連絡協議会の皆さんと24時間テレビ
チャリティ募金の活動を行いました。
買い物に来られた方に、
「募金にご協力をお願い
します！」と呼びかけ、ご協力いただいた方に「あ
りがとうございます。
」と笑顔を添えて感謝の言葉
をお返ししました。募金とともに、自分たちも温か
い気持ちをわけてもらいました。
『やんぼらクラブ』では、これからもみんなが優
しく温かい気持ちになれる活動にいろいろ挑戦して
いきたいと思います。

ボランティア連絡協議会だより
８月25日（日）、
「Ａコープおやべ」
、
「ピアゴ小矢部
店」
、
「アルビス小矢部店」の市内３会場にて24時間テ
レビチャリティ募金を行いました。また、「まつきや」
さんには募金箱設置のご協力をいただきました。
趣旨と活動にご賛同いただいた多くの皆さまからの善
意により、 332,543円 の募金が集まりました。
お寄せいただいた募金は、24時間テレビチャリティ
委員会へ送金され、福祉支援事業（福祉車両贈呈、障害
者情報保障支援、難病患者支援、障害者スポーツ支援、
身体障害者補助犬普及支援）、環境保護活動支援、自然
災害被災地復興支援などのために活用されます。
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地区社協紹介だより

東

部

地区

福祉協議会を紹
会
社
介
主 な 活 動 内 容

しま

ふれあいいきいきサロン（４回）
三世代交流おはぎ作り（１回）
ミニいきいきサロン（11町内で）
ケアネット活動（見守り）
「ふれあい東部」年２回発行
河川公園美化活動（東部児童クラブと）
ラジオ体操の集い（
〃
）
敬老会への協力
歳末たすけあい事業
（一人暮らしの方におせち配布）
（障がいの方に花鉢配布）

す

住民が住みなれた地域で安全で安心して暮らせる福祉のまち東部
第１回ふれあいいきいきサロン

第２回ふれあいいきいきサロン

脳トレプリントに取り組みました

“和みのヨーガ”に一生懸命

（クロスランドホテル）

（東部公民館）

定期総会・評議員会

小矢部川河川公園美化活動

川原町男性いきいきサロン

安立寺にて14町内会長さん方と

東部児童クラブ東西支部の親子と共に

クロスランドホテルで会食

五福会いきいきサロン

ラジオ体操の集い

歳末助け合い事業

リンゴの歌に合わせて
紙をちぎりました

福町神明宮にて

一人暮らし高齢者宅に小学生と
おせち料理を届けました
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社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

令和２年度採用

正規職員募集

小矢部市社会福祉協議会では、令和２年４月１日採用予定の正規職員を募集します。
◆ 職種及び人員

介護職員２名程度
・高校以上を卒業または、卒業見込みで、昭和54年４月２日以降に生まれた方
・介護職員初任者研修（ヘルパー２級）以上の資格を有する方（資格取得見込み可）
事務職員１名程度
・短大以上を卒業または、卒業見込みで、
平成８年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方
・社会福祉主事の資格を有する方（資格取得見込み可）

◆ 申込受付期間

令和元年９月13日（金）〜 令和元年９月30日（月）

◆試

令和元年10月３日（木）

験

日

◆試 験 内 容
※

作文、面接
詳細につきましては、お問合せください。

【申込み・問合せ】
社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会
総務地域課 TEL（0766）67-8611

脳トレの時間です♪

遊んで学んで脳いきいき!!

皆さんの脳の活性化を目指し、「おやべ脳トレクラブ」の皆さんから問題です。
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脳トレ問題を解く習慣が
あれば、普段の生活とは違
う刺激が脳に伝わり、物忘
れの改善や認知症の予防に
役立ちます！

「ある」のは、①と②のどちらでしょうか。
① とやまけん
② いしかわけん

善 意 の 窓

（順不同・敬称略）

（令和元年六月十八日〜令和元年八月十七日受付分）

◇一般の福祉事業へ

《金員預託》
二、〇一五円
・匿名
・小矢部市酪農組合 一四、七八三円
（商品券含む）

『ほほえみ会』のご案内
ミニ・デイ（いずみの園）利用者間の交流を深
め、外出する機会を増やすことで生活に楽しみや意
欲をもち、介護予防の意識を高め地域で元気に生活
することを目的に実施しています。

◆ 今後の予定 ◆
・9月24日
（火）
【対象：寿永荘、つざわランド月曜日利用者のみ】

「さあ、月曜日の皆さん、秋を楽しみましょう」
・10月8日
（火）
【対象：寿永荘利用者のみ】

「津沢へ行こう！」
※

詳細は、お問い合わせ下さい。

【問合せ】
寿永荘
TEL 67−4550

〜解答〜 ②いしかわけん（「ある」には、母音（あ・い・う・え・お）が入っています。
）

《物品預託》
・ 有( 堀)内自動車工業所
・ユニー㈱ピアゴ小矢部店
・前田 謙五

《古切手》
・匿名
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解答は、下にあります。

第58回 小矢部市社会福祉大会を開催します
エントランスにて
【日
【場

時】 令和元年10月26日（土）13：00〜16：00
所】 クロスランドおやべ セレナホール

12：00〜16：00

◎福祉の店

【日

程】 13：00〜 式典（表彰）、議事
14：00〜 福祉作文朗読（小・中・高校の部 最優秀者各1名）
		
福祉教育実践事例発表（小矢部市立津沢小学校）
15：00〜 講 演 「子ども食堂の役割」
		
講 師 オタヤこども食堂
			
有志
田辺 恵子 氏
			
有志
高澤満里子 氏
★無料送迎車を運行します
【行き】12：30
市役所発、津沢あんどん
広場発⇒クロスランド行
【帰り】
大会終了後
クロスランド発⇒市役所行、
津沢あんどん広場行

【問合せ】
小矢部市社会福祉協議会
ＴＥＬ ６７−８６１１

令和元年度
日

場

時

所

渓明園、トライ工房、
福祉作業所あけぼの、
斉藤商店

渓明園祭

令和元年11月17日（日）
10：00〜14：30
社会福祉法人 渓明会
障害者支援施設 渓明園
小矢部市論田8番地
TEL（0766）68−0363

◆◇ 催し物案内 ◇◆
・舞台発表
利用者発表、下中夢太鼓、
林道美由紀コンサート
・手作りクッキー、パン等の販売
・模擬店（焼きそば他）
、食堂（うどん）
・喫茶コーナー、あそびコーナー
・フリーマーケット、お茶会 等

皆さんお誘い合わせの上、
ぜひお越しください♪

実習生さんの

つぶやき

７月から始まった実習でしたが、長いようであっ
という間の1ヶ月間でした。まだまだ未熟だった私
に対して、職員の方だけでなく地域の皆さんも温か
く接してくださってとても嬉し
かったです。
実習中にお世話になった様々
な人たちに感謝し、これからも
このつながりを大切にしていき
たいと思います。
１ヶ月間本当に
ありがとうございました！

◇ ぷち・手話コーナー ◇
今回は、あいさつです。「あいさつ」は、いちば
ん簡単にできて、いちば
ん大切なコミュニケー
ションですね。
覚えてみましょう♪
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