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新評議員を紹介します。
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任期（平成 29 年４月１日
～平成 33 年６月）

● 評議員
氏 名
推薦理由
塚川 美恵
民 生 委 員・
保延 武忠
児童委員
輿石
悟
坂本
靖
雨宮
優 地区推薦
今村 和親

平成 28 年度

氏 名
推薦理由
安達伸太朗
福祉施設
山田 美鈴
内藤
進
望月 喜房
福祉団体
矢口 哲也
高野日出夫

氏 名
推薦理由
石塚 邦夫
中 三千代
鶴田 重雄 福 祉 団 体
小林 教夫
田中 陽子
飯沼 秀司 行 政 機 関

氏 名
推薦理由
大森 良子
三井
正
堀井 節子 学 識 経 験
小田切道之
小林 美咲

社協会費へのご協力ありがとうございました

平成 29 年１月末現在（順不同・敬称略）

◆一般会費（500円／１世帯）

・竜王地区………

11,995世帯

・敷島地区………

◆賛助会費（1,000円／１口）

・甲斐市社会福祉協議会会長 河西 富士雄
・甲斐市社会福祉協議会副会長 今村 正城
・甲斐市社会福祉協議会副会長 石合 廣光
・甲斐市竜王地区民生委員児童委員協議会
・甲斐市敷島地区民生委員児童委員協議会

◆特別賛助会費（5,000円／ 10口）

５口
５口
５口
75口
50口

6,052世帯

・双葉地区………

4,250世帯

・甲 斐 市 長 保坂 武
・甲斐市副市長 坂本 太久己
・甲斐市教育委員会教育長 西山 豊
・甲斐市職員有志
・甲斐市双葉地区民生委員児童委員協議会

５口
５口
５口
130口
34口

・甲斐北ライオンズクラブ

◆特別賛助会費（5,000円／２口）

・イイクボ自動車販売
・㈲上野油店
・栄工業㈲
・㈲笹本自動車整備工場
・ダイトースタレーン

・㈱太陽設計
・㈱トーケイ
・とみや
・㈱内藤製作所
・㈱中込建設

◆特別賛助会費（5,000円／１口）

・青柳印刷㈱
・(医) 甲療会赤坂台病院
・㈱アサヒ総合サービス
・芦沢整形外科医院
・雨宮工業㈱
・㈲石田工業
・和泉産業㈱
・㈱いのまた
・㈱イフチーム
・㈲今村精工
・㈱インテリアワコー
・㈱ウイズ坂本
・㈲上村冷設サービス
・㈱エイワ実業
・㈲エスコート山梨
・㈲エム・ティーコーポレーション
・オギノ食糧㈱
・㈱オギハラ
・折武㈱
・㈱介護センター花岡
・甲斐生コン㈱
・カネト工業㈱
・㈱吉字屋本店
・㈱クスリのサンロード
・功刀自動車㈱

・㈱クリーン環境センター
・グリーン環境 若尾弘本
・㈱ＫＯ堂
・㈲ケイツーメンテナンス
・㈱工藝舎
・(財) 甲南健康福祉協会
・甲府信用金庫 敷島支店
・甲府信用金庫 竜王支店
・㈱甲府ユニホームセンター
・国土防災技術㈱ 山梨支店
・小林自動車整備工場
・(医) 社団慈成会三枝病院
・佐野電機エンジニアリング㈱
・㈱サンカイゴ
・㈱三共道路
・㈱サンポー
・㈱敷島観光バス
・㈱敷島陸送
・明治堂 志村薬局
・㈱正直堂
・㈱正文堂
・㈱神宮寺
・㈱新光土木
・㈱伸電工業
・㈲創信

・羽黒工業㈱
・㈱早野組
・㈲フーズボックスいわした
・㈱富創
・ミートプラザよだ
・大日興業㈱
・㈱大日ママクリーン
・滝口建設㈱
・㈱たけまる
・田中設備㈲
・東京コンピュータサービス㈱
・㈲戸島造園
・中巨摩東部農業協同組合
・㈱永田工業所
・㈱中村荘助商店
・㈱中村建設
・㈲中村プレス製作所
・税理士法人中山・久保嶋会計
・中山ユニホーム
・日本連合警備㈱
・ネッツトヨタ甲斐㈱ 竜王店
・㈱馬場設計
・疾測量㈱
・原口内科・腎クリニック
・㈱ハル研究所
・㈱菱和園
・深澤電工㈱ 竜王営業所
・富士観光開発㈱
・藤島建設㈱
・㈲藤原建設

・㈲光本興業
・山梨相互工業㈱
・㈱ヤマホ青果

・㈱富士フードサービス
・㈲藤レンツ
・㈱フローレン
・㈲保泉商事
・㈱保延商会
・マミーショップしみず
・㈲丸眞熱処理工業
・㈱マルモ
・ミートオサダ 長田康永
・㈲美郷
・㈲美濃屋金物店
・㈱メイコー
・名大電気工事㈲
・明友商事㈲
・㈲望月重機工業
・㈲矢澤倉庫
・(一財) 山梨県森林土木コンサルタント
・山梨県造園建設業協同組合
・山梨交通㈱
・山梨信用金庫 敷島支店
・山梨信用金庫 玉幡支店
・山梨ステンレス㈱
・山梨ダイハツ販売㈱ 竜王店
・㈱山梨中央銀行 敷島支店
・㈱山梨中央銀行 竜王支店

・㈲山梨ハウス工業
・山梨日野自動車㈱
・㈱山梨福祉総研
・山梨水処理技研㈱
・㈲ヤマヒサ
・㈱ヤマモト
・㈲吉井造園
・吉江皮膚科医院
・㈱依田建設
・四谷建設㈱
・米山おとなこども歯科クリニック
・龍王産業㈱
・㈲竜王土地
・㈱レイコー
・㈱ワールドプラザ
・㈲和田電気設備工業
・㈲甲斐商事 稲吉高
・Dining 徳治
・協立自動車工業
・㈱メディアブレイン
・㈲小澤設備
・三巨摩工営
・㈲佐藤設備
・甲信日成㈱
・甲斐市管工事協同組合

皆様からいただきました会費で地域福祉事業を展開させていただいております。
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平成 28 年度 赤い羽根共同募金
赤い羽根共同募金運動にご協力いただいた
皆様に心より感謝申し上げます。

募金額

11,783,503円
（平成 29 年２月最終報告額）

● 募金にご協力いただいた企業・団体等のご紹介
企

（順不同・敬称略）

業

㈱サンポー、とみや、㈱インテリアワコー、㈱工藝舎、㈱富創、（医）優心会 竜王レディースクリニック、㈱マルモ
㈱新光土木、㈲石田工業、明治堂志村薬局、甲斐生コン㈱、㈱内藤製作所、トックベアリング㈱、㈱オギハラ
㈱早野組、㈲黒富士農場、㈱メイコー、㈱大統 ダイトースターレーン双葉、山梨県造園建設業協同組合
小林自動車、甲府東洋㈱双葉工場、㈲光本興業、㈲笹本自動車整備工場、栄工業㈲、㈱正直堂

保育園・小学校・中学校
敷島保育園、竜王東保育園、松島保育園、竜王中央保育園、竜王西保育園、玉幡保育園、竜王北保育園
クローバー保育園、吉沢立正保育園、竜王南あら川保育園、竜王北小、竜王西小、竜王小、双葉東小、竜王中
竜王北中、玉幡中、敷島中、双葉中

職場・そ の 他
竜王地区自治会、敷島地区自治会、双葉地区自治会、竜王地区民生委員児童委員協議会
敷島地区民生委員児童委員協議会、双葉地区民生委員児童委員協議会、甲斐市役所、甲斐市議会、甲斐市農業委員会
甲斐北ライオンズクラブ、医療法人社団和水会、ワークハウスふたば、デイサービスセンター福福
竜王リハビリテーション病院、あやめの里互助会、甲斐市社会福祉協議会

● 街頭ＰＲ活動にご協力いただいた皆様

（順不同・敬称略）

活動場所の提供 竜王駅、塩崎駅、アマノ PAX 敷島店、ラザウォーク甲斐双葉
Ｐ Ｒ 活 動 農林高校、竜王北中、双葉中、山梨クィーンビーズバスケットボールクラブ、ぎんが福祉会コスモス
雀のお宿、光保育園、ワークハウスふたば、敷島緑陽園、ひかりの里、やはたいぬ

● 募金箱設置にご協力いただいた皆様

（順不同・敬称略）

双葉農の駅企業組合、細田眼科医院、恵信梨北リハビリテーション病院、敷島カントリークラブ
昇仙峡カントリークラブ、甲斐ヒルズカントリー倶楽部、㈱ダイヤ商事 ニューダイヤ竜王店、かまなしの湯
神明温泉志麻の湯、百楽泉、ザ・ビッグ甲斐敷島店、甲斐市役所竜王庁舎、敷島庁舎、双葉庁舎
敷島総合文化会館、竜王保健福祉センター、敷島保健福祉センター、双葉保健福祉センター

● ハートフルベンダー設置企業（募金型自動販売機）

（順不同・敬称略）

サテライト双葉、山梨交通㈱敷島営業所

日本赤十字社社費
10,112,750

円でした。（平成29年２月末現在）
平成28年度日本赤十字社甲斐市地区社資額は
ご協力いただきました社資及び寄付金は、国内外で頻発する自然災害被災地での医療活動・救援
活動・献血事業や救護法講習会などさまざまな事業に遣わせていただいております。
これからも赤十字社事業へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
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双葉支所閉所のお知らせ
甲斐市社会福祉協議会 双葉支所は、事務改善の一環として、平成29年
３月31日をもって閉所となりました。
なお、双葉支所で行っておりました業務については、すべて敷島本所
に移管となりますのでよろしくお願いいたします。
甲斐市社会福祉協議会 敷島本所
住 所
甲斐市島上条３１６３（敷島保健福祉センター内）
電 話
０５５ー２７７ー１１２２
ＦＡＸ
０５５－２７７－１２８４

〜 平成 28 年度実施事業報告 〜
パーソナルサポートセンター

ボランティア養成講座

平 成28年12月13日（ 火 ） 敷 島 保 健 福 祉 セ ン
ターにおいてパーソナルサポートセンターボラン
ティア養成講座を開催しました。講師に山梨県立
大学の高木寛之さんをお招きし、生活困窮者への
理解とボランティア活動についてお話しいただき
ました。
グループ討議では積極的に意見交換しながら、
関わり方の大切さや方法を学びました。

「子育てママリフレッシュ交流事業」を開催しました。
平成28年度子育てママリフレッシュ交流事業は、託児ボランティアによる託児を同時に行いな
がら、“ママ達が安心して自分の為の・自分だけの時間を一人占めできる”ように、10月にフラ
ダンス、12月にベリーダンス、２月にリフレッシュエクササイズを計画して年３回実施しまし
た。多くの市内在住の子育て中の親子に参加していただき、親同士の情報交換・交流を図りなが
ら、一緒に身体を動かして、思いっきりリフレッシュしていただきました。
29年度も市内のママさん達に喜んでもらえる講座を計画いたしますので、たくさんの皆様のご
参加お待ちしております。
講座のお知らせは、甲斐市広報「甲斐」、社協だより「かがやき」にて随時掲載予定です。

リフレッシュエクササイズ

フラダンス

ベリーダンス

社協だより
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平成 28 年度の取り組み

甲斐市社会福祉協議会では、障がい児者の交流できる居場所づくりである障がいサロン「みーん
なおいでよ」を平成28年度に開設し、また昨年度に引き続き、「ふれあい福祉ボウリング大会」、
一日バス外出事業「ふれあい福祉レクリエーション」、教養講座「絵手紙教室」、「食と音楽を楽し
む会」など生きがいづくり・仲間づくり事業を実施いたしました。
障がい児への支援事業としては、夏休みの期間中に児童を預かり、室内活動やバス外出を行う
「障がい児学童支援事業」や療育支援を目的とした「リトミック教室」、季節行事である「ふれあ
い福祉クリスマス会」を実施いたしました。

ふれあい福祉ボウリング大会

1日バス外出事業「レクリエーション」

教養講座「絵手紙教室」

障がい児学童支援事業

療育支援「リトミック」

障がいサロン「みーんなおいでよ」

食と音楽を楽しむ会

ふれあい福祉クリスマス会

☆平成29年度も障がい児者のための事業を実施いたします。
参加者募集については実施時期に合わせて市広報誌への掲載や、募集チラシを市内各保健
福祉センター、市役所に設置いたします。

平成29年度

実施予定事業及び実施時期（予定）

・障がい児療育支援「リトミック」…………………………………………… 6月、9月
・ふれあい福祉ボウリング大会………………………………………………………7月
・障がい児学童支援事業………………………………… 7月～ 8月（夏休み期間中）
・ふれあい福祉レクリエーション……………………………………… 10月～ 11月
・障がい児ふれあい福祉クリスマス会…………………………………………… 12月
・障がいサロン「みーんなおいでよ」…………………………………4月より毎月実施

皆様の参加をお待ちしています。

社協だより
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ボランティアじょうほう

Go 甲斐 ボランティア
ごー
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甲斐市ボランティアセンター
（甲斐市社会福祉協議会）
敷島本所

☎ 055-277-1122
055-277-1284

FAX

平成 29 年度ボランティア保険加入
申し込み受付中

ボランティア
相談日

ボランティア活動保険は、保険料を改定（引き上げ）とな
りました。ご利用の皆様には誠に恐れいりますが、ご理解い
ただきますようお願い申し上げます。

ボランティアしたいけど、
どうしたらいいの？などボラ
ンティアについての疑問・質
問その他なんでもご相談くだ
さい。

年間保険料

基本タイプ

Ａプラン 350円
Ｂプラン 510円
天災タイプ Ａプラン 500円
Ｂプラン 710円
ケガの補償 ボランティア活動中のケガ
食中毒、熱中症も補償
賠償責任の補償

●相談日

ボランティア活動中に他人にケガを負わせたり、他人の物を
壊して損害賠償責任を負った場合にかかった費用の補償
ボランティア活動に向かう途中の交通事故も補償（加入者自
身のケガのみ補償。対人対物事故などは自動車保険での対応）
天災タイプは基本タイプの補償に加え、地震・噴火・津波に
よるケガも補償

毎月第２水曜日
●時 間
午後１時30分～３時30分
●場 所
甲斐市ボランティアセンター
（敷島保健福祉センター内）
●相談方法 来所及び電話

介護支援ボランティア登録受付中
平成28年度より甲斐市介護支援ボラン
ティア事業がスタートしました。
今年度も多くのボランティアさんの登
録をお待ちしておりますので、甲斐市ボ
ランティアセンターまでお気軽にご連絡
下さい。
ボランティア
登録申請

ボランティア希望者 受付・事前
（市内65歳以上の方） 研修実施

ボランティア活動

受入施設

甲斐市
社会福祉
協議会

ボランティア受入施設の声をご紹介
甲斐市内には介護支援ボランティア受入施設
として29の施設に登録していただき、ボラン
ティアを受け入れています。受入施設からはボ
ランティアさんに対しての感謝の言葉を頂いて
おりますが、受入施設の声をご紹介します。

【甲斐市社会福祉協議会通所介護事業所】
当施設では、話し相手、お茶出し、行事に関
する手伝い等ボランティアさんにお手伝いただ
いております。昨年4月から事業が始まり受入
施設として登録し、新規に来て頂く方など、以
前よりボランティアさんが増え定期的に活動し
ていただいています。
特に、午前中が入浴となり職員が対応してい
る間、ボランティアさんがご利用者様の話し相
手をして下さることが本当に助かっています。
今後もたくさんのボランティアさんに来て頂
きたいと思っておりますので、お気軽にご連絡
ください。よろしくお願いいたします。

社協だより
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かがやき

平成29年４月１日発行

障がい者基幹相談支援センターって？？
障がい者基幹相談対策センターの業務には障がいのある方やその家族からの相談を受けること
以外に自立支援協議会の機能があります。今回はこの自立支援協議についてご紹介します。

○甲斐市地域自立支援協議会の専門部会

障がい者の個別の困りごとから、地域課題を抽出し、その課題を検討改善していくための地域
自立支援協議会専門部会を運営しています。

【事業所部会】

甲斐市内の障がい福祉事業所の職員や甲斐市役所福祉
課と協働して、甲斐市内の地域課題を協議し、その解決
に向けた取り組みを行っています。平成28年度は、障が
い者の高齢化の課題や地域移行に関して、話し合いと研
修会を行いました。

【地域部会】

甲斐市内の障がい者当事者団体、保護者の会や、関係
機関と連携して、市内の課題として挙げられている防災
についての話し合い、障がい者が気軽に集まれる場所づ
くり、『障害者差別解消法』の研修会の開催などを行って
います。

【重度心身障がい児者短期入所プロジェクトチーム】

重度心身障がい児者や医療的ケアの必要な障がい児者
が、住み慣れた地域で生活できるような取り組みを行っ
ています。平成28年度は、甲斐市内の事業所に「重度障
がい児者のサービス提供に関するアンケート」を実施・
結果の分析をしました。
問い合わせ先：甲斐市障がい者基幹相談支援センター

☎055-267-7010

「未使用タオル」ありがとうございます
甲斐市社会福祉協議会では、リサイクル意識の啓発を
図ることを目的に、未使用タオルの募集を行い、甲斐市
ボランティア協議会をはじめボランティアセンター登録
団体、市民の皆様よりたくさんの寄付をいただき、約
700枚のタオルが集まりました。ご協力ありがとうござ
いました。
この事業は平成23年より実施しており、約３年かけ
て、市内各施設へ平等に行き渡るよう取り組みを行って
います。
今年度は、11施設に配布することができ、配布施設か
らは、「大切に使わせていただきます。」と感謝の言葉を
いただきました。
平成29年度も未使用タオルの募集を行いますので、ご
協力お願いいたします。

社協だより

平成29年４月１日発行
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ボランティア紹介
手話サークルもみじの会
代表

窪田ゆり子

28年前、旧竜王町社会福祉協議会が、玉幡小学校地区の子供達を対象にした「放課後手話教室」を開催しました。そこに
参加した保護者からの要望で立ち上がったのが、大人対象の「手話サークルもみじの会」です。
現在、会員は18名。日中の開催なので、平均年齢は若干高めですが、今でも市内の子供達を対象に手話教室を開くなど活
動しています。手話教室には、毎回たくさんの子供達が参加してくれます。サークルには２人の聴覚障害者が居て、とても
楽しく手話を教えてくれます。頭の柔らかい子供達の覚えの良さに羨ましさも感じますが、本を見て覚えるのではなく、直
接聴覚障害者と話しながら、生きた手話を学ぶ様子を見ると、この活動を通して益々手話が子供達の中に浸透するように、
これからも続けて行きたいと思います。
会員の思いは皆共通で、「たくさん手話を覚えて、同じ会員の聴覚障害者と話ができるようになりたい」と、時には食事
に行ったり、旅行に出かけたりと楽しく活動しています。又、サークル以外でも、山梨県聴覚障害者協会の行事に参加し、
他地域の聴覚障害者とも交流しています。
設立当初からの会員の１人は茶道を嗜んでおり、「聴覚に障害がある方にも茶道を楽しんでほしい」と茶の湯文化に触れ
る機会を四季折々に提供してくださっています。「手話サークルもみじの会」の最大の特典は、茶室での作法を習えたり、
自分で点てた抹茶をいただける事かもしれません。
活動日
場 所
指導者
その他

毎月第２、第４月曜日（祝日休み）午前１０時～１２時
竜王保健福祉センター
手話通訳士
只今会員募集中！見学は自由ですので、気軽に来てください。

ご協力ありがとうございます
●寄

（順不同・敬称略）

附

武内義雄（故人） 50,000円、甲斐北ライオンズクラブ 50,000円
ラザウォーク甲斐双葉（店頭『愛の一円玉』より） 10,755円
有限会社グットケアー 車椅子 2台
田中正司 マッサージチェア、熊川龍志 衣類

● 食糧寄附

（個 人）横森美保、小林國男、河野文彦、岩田きみ江、宮崎博州
中村昌幸、田中松子
（企 業）アピタ双葉店、生活協同組合ユーコープ（おうちコープ）
ジャノメダイカスト株式会社、八雲製菓株式会社、株式会社ろすまりん

有限会社グットケアー

株式会社ろすまりん

● エコキャップ

根津かつ美、宮崎雅弘、新居区ふれあいサロン、塚原澄夫
石水理恵、山田弘志、堀井節子、敷島台自治会敷島台保健衛生部
横森美保、山本照美、清水收、竜王生活学校、ライライの会
甲斐市ペタンク協会、松本雅子、望月圭子、五味繁
甲斐北ライオンズクラブ、山梨ハウス工業、中村昌幸
敷島新町花水木会

ワークハウスふたば

● 使用済み切手

根津かつ美、新居区ふれあいサロン、山田弘志、横森美保
ライライの会、望月圭子、山梨ハウス工業、中村昌幸

● 未使用タオル

岩田きみ江、小川己佐子
他 甲斐市ボランティア協議会、ボランティアセンター登録団体

甲斐雲隊剣道スポーツ少年団

竜王みゆき連

敷島小学校

双葉中学校

竜王北保育園

株式会社雨宮商会

双葉西保育園

この広報誌の一部は、赤い羽根共同募金の配分金より発行されています。

