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〔地域のささえ合いを考える勉強会　双葉東小地区〕
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　お寄せいただいた会費は、地域の福祉事業財源として、様々な事業に活用させていただきます。
（２月末日現在　／　順不同・敬称略）

今年度も多くの市民の皆さまより、社協会費への
ご協力をいただき誠にありがとうございました。

◆ 一般会費（500円／１世帯）
・竜王地区………　11,910世帯 ・敷島地区………　5,600世帯 ・双葉地区………　4,483世帯

◆賛助会費（1,000円／１口）
・甲斐市竜王地区民生委員児童委員協議会 75口 ・甲斐市役所職員有志 125口

・甲斐市敷島地区民生委員児童委員協議会 50口 ・甲斐市社会福祉協議会　会長　進藤　一德 ５口

・甲斐市双葉地区民生委員児童委員協議会 34口 ・甲斐市社会福祉協議会副会長　石合　廣光 ５口

・甲斐市副市長　　　　　　輿石　春樹 ５口 ・甲斐市社会福祉協議会副会長　輿石　隆治 ５口

・甲斐市教育委員会教育長　三澤　宏 ５口

◆特別賛助会費（5,000円／ 1口）
10口 ・甲斐北ライオンズクラブ

２口

・芦沢内科小児科医院 ・㈲黒富士農場 ・栄工業㈲ ・㈲笹本自動車整備工場

・㈱太陽設計 ・㈱TOK ・とみや　 ・㈱内藤製作所

・㈱中通 ・羽黒工業㈱ ・㈱早野組 ・㈲フーズボックスいわした

・㈱富創 ・ホテル神の湯温泉 ・ミートプラザよだ　 ・㈱ヤマホ青果

・(医)優心会竜王レディースクリニック

１口

・青柳印刷㈱ ・(医)甲療会赤坂台病院 ・㈱アサヒ総合サービス・あゆみの家 ・イイクボ自動車販売

・㈲石田工業 ・和泉産業㈱ ・㈱いのまた ・㈱イフチーム ・㈲今村精工

・岩間井戸工業㈱ ・㈱インテリアワコー ・㈱ウイズ坂本 ・㈲上野油店 ・㈲上村冷設サービス

・㈱エイワ実業 ・㈱オギハラ ・㈲小澤設備 ・折武㈱ ・㈱介護センター花岡

・甲斐市管工事協同組合・ＮＰＯ法人甲斐志麻の里ファーム ・㈲甲斐商事　 ・甲斐生コン㈱ ・㈱吉字屋本店

・協立自動車工業 ・㈱クスリのサンロード ・功刀自動車㈱ ・㈱クリーン環境センター ・㈱ＫＯ堂

・㈱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 ・小林自動車

・こんふぉーと天狗沢 ・(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 ・敷島緑陽園 ・明治堂　志村薬局 ・㈱正直堂

・㈱正文堂 ・昭和土地建設㈱ ・㈱神宮寺 ・すけっと ・㈲創信

・㈱大統 ・大日興業㈱ ・㈱大日ママクリーン ・滝口建設㈱ ・㈱たけまる

・玉幡第一交通㈲ ・㈲ツルタ設備 ・㈱天目 ・東京コンピュータサービス㈱ ・(医)斐水会ながせき頭痛クリニック

・㈱永田工業所 ・中星工業㈱ ・㈱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 ・㈱ニシノ建設管理 ・㈱日新厨房企画 ・日本フィールド・エンジニアリング㈱

・日本連合警備㈱ ・パティオ造園土木 ・疾測量㈱ ・原口内科・腎クリニック ・深澤電工㈱　竜王営業所

・㈲藤原建設 ・㈱富士フードサービス・双葉設備㈱ ・㈱フローレン　 ・㈲保泉商事

・保坂メディカルクリニック ・POCCOかいりゅうおう㈱Happiness あさひ会 ・㈱保延商会 ・松島建設㈱ ・マミーショップしみず

・㈱マルヂュ ・㈲丸眞熱処理工業 ・㈱マルモ ・ミートオサダ ・㈲美郷

・㈲美園造園土木 ・㈲光本興業 ・㈲美濃屋金物店 ・㈱メイコー ・明友商事㈲

・㈱メディアブレイン ・㈲望月重機工業 ・㈲矢澤倉庫 ・㈲山口設備 ・(一財)山梨県森林土木コンサルタント

・山梨交通㈱ ・山梨信用金庫　敷島支店 ・山梨信用金庫　玉幡支店 ・㈱山梨中央銀行　敷島支店 ・㈱山梨中央銀行　竜王支店

・山梨トヨペット㈱　竜王店 ・㈲山梨ハウス工業 ・山梨日野自動車㈱ ・山梨水処理技研㈱ ・㈱ヤマモト

・ユタカ電機㈱ ・吉江皮膚科医院 ・㈱依田建設 ・四谷建設㈱ ・ヨツヤ電気㈱

・米山おとなこども歯科クリニック ・龍王産業㈱ ・㈲竜王土地 ・(医)仁和会竜王リハビリテーション病院 ・療育センターなないろ

・㈱レイコー ・ワークハウスふたば ・ワークスペースエム ・渡辺建設興業㈱

令　和
元年度
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企　業

保育園・小学校・中学校・その他

11,851,003円募金額

日本赤十字社会費

令和元年度　赤い羽根共同募金

● 募金にご協力いただいた皆様

● 街頭ＰＲにご協力いただいた皆様

● 募金箱設置にご協力いただいた皆様

● ハートフルベンダー（募金型自動販売機）設置企業

　令和元年度日本赤十字社甲斐市地区会費の総額は、
10,366,500円となり、全額、日本赤十字社山梨県支
部へ送金させていただきました。
　ご協力いただきました会費及び寄付金は、国内外で
発生する災害被災地での医療救護活動、献血事業、救
護法講習会などに活用させていただきます。
　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。

　昨年10月から12月まで行われた「赤い羽根共同
募金」運動では、市民の皆さまをはじめ、企業・学
校・団体等よりたくさんの募金をお寄せいただきま
した。ご寄附に感謝申し上げます。

赤坂台病院、㈱アサヒ総合サービス、あやめの里、㈲石田工業、㈲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、㈱オギハラ、甲斐生コン㈱、カネト工業㈱、協立自動車工業、㈱クリーン環境センター
黒富士農場、㈱KO堂、㈱工藝舎、甲府東洋㈱、子育ち発達の里、小林自動車、こんふぉーと天狗沢、栄工業㈲
笹本自動車整備工場、佐野電機エンジニアリング㈱、㈱サンポー、㈱敷島観光バス、㈱大統、㈱太陽設計、滝口建設㈱
㈱TKO、デイサービス福福、㈱富創、㈱内藤製作所、㈱永田工業所、㈱中通、㈱ニシノ建設管理、
ニチイケアセンター甲斐、㈱日新厨房企画、日本フィールド ･エンジニアリング㈱、パティオ造園土木、㈱早野組
原口内科・腎クリニック、ひかりの里、深澤電工㈱、双葉設備㈱、フレンズ双葉、マミーショップしみず
㈱マルヂュ、㈲光本興業、㈱メイコー、明治堂志村薬局、山梨県造園建設業協同組合、㈱山梨中央銀行竜王支店
㈲山梨ハウス工業、㈱ヤマホ青果、龍王産業㈱、竜王レディースクリニック、ワークハウスふたば、ワタキューセイモア㈱

松島保育園、玉幡保育園、富士幼稚園、竜王東保育園、吉沢立正保育園、クローバー保育園、敷島北小学校、敷島小学校
玉幡小学校、双葉西小学校、双葉東小学校、竜王北小学校、竜王小学校、竜王西小学校、竜王南小学校、竜王中学校
竜王北中学校、敷島中学校、甲斐北ライオンズクラブ、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
甲斐市議会議員互助会、甲斐市農業委員会、甲斐市役所職員、甲斐市社会福祉協議会職員

活動場所の提供	 東日本旅客鉄道㈱竜王駅・塩崎駅、ラザウォーク甲斐双葉店
Ｐ Ｒ 活 動	 ぎんが工房、こんふぉーと天狗沢、ワークハウスふたば、双葉中学校
	 竜王北中学校、農林高等学校、やはたいぬ

甲斐ヒルズカントリー倶楽部、敷島カントリークラブ、昇仙峡カントリークラブ、ザ・ビッグ甲斐敷島店
ダイトースターレーン双葉店、ニューダイヤ竜王店、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、竜王リハビリテーション病院、かまなしの湯、神明温泉志麻の湯、百楽泉
甲斐市役所　竜王庁舎、甲斐市役所　双葉庁舎、甲斐市役所　敷島庁舎、敷島総合文化会館、双葉ふれあい文化館
竜王図書館、双葉図書館、敷島図書館、竜王保健福祉センター、敷島保健福祉センター

サテライト双葉、山梨交通㈱敷島営業所

（2月末日現在／順不同・敬称略）
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　甲斐市社会福祉協議会では、平成29
年度から甲斐市と協力をして住民による
助け合い・ささえ合い活動の推進に取り
組んでいます。
　この取り組みは、誰もが住み慣れた地
域で、いつまでも元気に安心して生活す
るために、互助を基本とした「地域のさ
さえ合い体制」を深めていくものです。
　甲斐市では、ささえ合いの体制を広め
るために、各層ごとに「協議体」という
話し合いの場を作っています。　
　協議体とは、地域の多様な方がつなが
り、どのようなささえ合いが必要か？自
分たちにできることは何か？などみんな
で話し合いをしていく場所です。

【協議体設立について】
平成30年３月	 １層協議体（ささえ合い推進会）設立
平成31年１月	 市内３小学校区地域（竜王小、敷島北小、双葉西小学校区の地域）で２層協議体設立
令和２年１月	 市内４小学校区地域（竜王南小、竜王北小、敷島小、双葉東小学校区の地域）で２層協議体設立
※令和２年度は、竜王東、竜王西、玉幡、敷島南小学校区地域で２層協議体立ち上げに向けて取り組む予定です。

一歩ずつ地域に取り組みが広がっています

地域での話し合い（上篠原地区） ２層協議体での話し合い（敷島北地区ささえ愛隊）

第１層
（市全域）

第１層協議体

第２層協議体

助け合いの実行者・団体 等

第２層
（11の小学校区）

第３層
（地域）

１・２層の整備をしながら、３層地域で具体的なささえ合い活動が
取り組まれるように体制の整備をしています。
また、１層・２層・３層地域がそれぞれにつながり合い、市内にさ
さえ合いが広まることを目指しています。

協議体

【協議体でこんな
　　話し合いをしています】

甲斐市のささえ合いの体制

住み慣れた地域で、できる
だけ元気に安心して

生活するために、私たちに
できることは何かな。

アンケート調査を
実施して、これから
地域でできることを
考えてみよう。

地域の中で、協力者を
募るには、どのような
方法があるのかな？

他の地域の取り組みや、
使える制度、行政や
社協などとも協力できる
ことがあるかな？

地域のささえ合いを
推進しています
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　社協では子育て支援事業として、子育て中の親子
の居場所づくり・交流の場として「子育てサロン」
を月１回、お母さんのための「リフレッシュ交流
会」を年３回、また、子育て支援に興味のある方や
応援したい方を対象とした「ボランティア養成講
座」を年３回開催しています。令和２年度も多くの
皆様のご参加をお待ちしております。詳しくは毎月
の甲斐市広報、社協だよりへ随時掲載します。

会　場 	敷島保健福祉センター　

日　時 	毎月第３水曜日　午前10時～ 12時

対象者 	甲斐市内在住の未就園児の親子

内　容 	歌と手遊び・工作など
　　　　（年間予定をご覧ください）

定　員 	親子15組（定員になり次第締切り）

参加料 	無料

　住み慣れた地域で暮らし続けられるように、高齢者や障がいのある方の財産管理だけでなく地
域での日常生活等を支えていきます。
☆日常生活自立支援事業
　高齢者や障がいのある方が住み慣れた地域で安心して自立
した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる
相談や援助により生活を支援します。
〈ご利用できる方〉
　認知症の高齢者、知的障がい、精神障がいのある方等で判
断能力が低下しているため日常生活での福祉サービスの利用
や金銭管理などがうまくできない方
利用を希望される方はご相談ください。
ご本人の状況をお伺いしながら面談、調査を行います。
☆法人後見
　社協では、平成30年度より法人として成年後見人等（後見・保佐・補助）となり制度を利用す
るための相談等暮らしを支える法人後見事業を行っています。

【子育てサロン事業】 【ボランティア養成講座】

【子育てママリフレッシュ講座】

親子で一緒に楽しめる居場所づくり
子育てサロンに参加しませんか？

地域で安心して暮らせるための権利擁護の取り組みを実施しています

甲斐市社会福祉協議会　本所　地域福祉係

甲斐市社会福祉協議会　本所　地域サポート係

開催日 内　容
４月15日 こいのぼりをつくろう
５月20日 手がた・足がたをとろう
６月17日 七夕工作
７月15日 体を動かそう！
８月19日 夏祭り
９月16日 プレゼントをつくろう！
10月21日 ハロウィン	
11月18日 ミニ運動会
12月16日 クリスマス会
１月20日 わらべうた
２月17日 ひなまつり
３月17日 手袋人形をつくろう！

まずはお気軽にご相談ください。
ご本人の状況等お伺いしながら
面談等行います。

福祉サービス

の利用手続き

がわからない

通帳や印鑑など保管に不安がある

日常生活に必要なお金の
出し入れなど金銭の管理に

不安がある

子育てサロン “クローバー” 年間予定

お母さんたちの情報交換、
子どもさんたちの交流、子
育てボランティアさんのア
ドバイスもあり、子育て中
のお母さん、お子さんのた
めの楽しいサロンです。

契約行為が
できない

物忘れが多く
重要な契約行為は
できない

契約行為も
おおむね理解できる
が不安がある
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Go 甲斐 ボランティア
ボランティアじょうほう

ごー

甲
斐
社 協 甲斐市ボランティアセンター

（甲斐市社会福祉協議会）
　　本所	 	☎	055-277-1122
	 FAX 055-277-1284

　令和２年１月25日（土）、敷島保健福祉センターにてボランティアリーダー養成講座を開催し、46名の方に
参加していただきました。
　今回のボランティアリーダー養成講座では、いつ起こるかわからない災害に備え、災害をテーマに、講師
として山梨県社会福祉協議会の矢巻さん、実際にボランティアバスを派遣している財団法人YMCAの福田さ
ん、韮崎市社会福祉協議会の窪嶋さんに被災地での災害ボランティア体験などを発表していただきました。

　甲斐市でも、いつ起こるかわからない災害に備え、災害ボランティア協力員を募集しております。今回の講
座でも多くの方に災害ボランティア協力員登録をしていただきましたが、まだまだ登録者が足りない状況です
ので、興味のある方は問い合わせや登録にご協力をお願いします。

　令和２年２月12日（水）、21日（金）に敷島保健福祉センターにてボランティア基礎講座を開催し、40
名の方に参加していただきました。
　基礎講座では、新規ボランティアの育成を目的として、全２回の講座を開催しました。山梨県ボラン
ティア・ＮＰＯセンターの奈
良さん、丸山さんを講師に招
き、「ボランティアの心構え
や知識」や「ボランティアを
もっと知ろう」について講演
していただき、ボランティア
活動に関する心構えや必要な
基礎知識を勉強しました。

今後もボランティア活動をする方を応援するため、各種講座を開催していきます。

ー令和元年度の実施報告ー

甲斐市のボランティアを応援する
「ボランティア講座」を開催しました！

ボランティアリーダー養成講座

ボランティア基礎講座
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市内福祉事業所合同説明会

生活にお困りの方、抱え込まずにまずはご相談ください

～支援員が一緒に考え、自立に向けたサポートを行います～

　昨年度に引き続き令和２年２月８日に福祉事業所合同説明会を
開催しました。市内10か所の福祉事業所が集まり、職員から直
接説明を受けたり、各事業所の活動の様子を映像で見たりするこ
とができました。当日は、特別支援学校の生徒や保護者・民生委
員・福祉関係者など、多くの方にご参加いただき、情報収集や個
別相談の機会になりました。

　主　催：甲斐市自立支援協議会 事業所部会
　事務局：甲斐市障がい者基幹相談支援センター、甲斐市福祉課

　「生活困窮者自立支援法」に伴い甲斐市から委託を受けて自立相談支援として相談の他、住居
確保給付金の受付も実施しています。

たとえば…

まずは、お気軽にご相談下さい。
相談内容に関する秘密は厳守します。
ご相談は無料です。

などなど、生活上で様々な困難に直面している方の
相談を受け、一人ひとりの状況に合わせた支援を一
緒に考えていきます。

働きたいけど、
仕事が

みつからない

収入が少なく
この先が不安

生活状況が心
配な方が地域

にいる

家族以外の人との
交流がほとんどなく、

半年以上自宅に
ひきこもっている

家計管理が
難しく支払いが

できない

家族のことで
困っている

を開催
 しました！

関係機関への
同行をします

家計状況の
相談を受けます

自立に向けた
計画を
作成します
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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。

 ご協力ありがとうございました （順不同・敬称略）

　　　　　● 車いす
　　　　　　　　マックスバリュ東海㈱

● 食糧寄附
（個人） 岩田きみ江、新井力也、望月圭子、樋川祐一、西澤孝二、中村こはる、保坂敏江、小林國男、
	 滝川美幸、久保田範子、田中松子、中込幹也、千野一夫、髙相治夫、岡田京子、中込知美
（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）、㈱ろすまりん、㈱山梨福祉総研
（団体）	玉川東自治会、天狗沢自治会、山梨栄光教会

● エコキャップ
（個人） 岩田きみ江、大澤孝彦、志村正子、塩沢すみ江、西澤孝二、中村安行、千野正邦、松本雅子
	 望月圭子、中込新治、山田弘志、中込知美、山本照美、乙黒徳夫、前橋旭、古屋治子
	 堀井節子、真壁光、伊藤二三子
（企業）	㈱山梨福祉総研、㈱長田建設、㈱高山建設、㈱保坂建設
（団体）	新居区ふれあいサロン、竜王南小学校、駒澤ファーム、敷島保育園
	 大下条いきいきサロン、敷島台自治会環境衛生部、田中区自治会
	 竜王生活学校、甲斐市ペタンク協会、米笠ホタル愛育会、下八幡２区長寿会、
	 敷島新町花水木会、竜王新町サン・サロン、竜王北中学校、双葉西保育園、
	 竜王東保育園、もみの木、敷島小学校、双葉東小学校

● 使用済み切手
（個人） 岩田きみ江、大澤孝彦、中村直明、小田切温子、田中松子、冨澤房枝、山田弘志、中込知美
	 輿石千鶴子、矢野摩利子、望月圭子、古屋治子、高橋誠、坂本光子、田中達子、伊藤二三子
	 内藤進、加藤京子
（企業）花まる整骨院、㈱長田建設
（団体）	新居区ふれあいサロン、駒澤ファーム、竜王新町サン・サロン、双葉東小学校、山梨栄光教会

　皆様からの善意により募集した未使用タオルは、市内の社会福祉法人にお届けし
ました。
　施設からは、「大切に使わせていただきます。」「タオルが足りていないので助か
ります。」と感謝の言葉をいただきました。
　皆様のご協力に感謝いたします。今後も３Ｒ活動（リデュース・リユース・リサ
イクル）にご協力をお願いいたします。

【配布施設】
高齢者関係施設・・・あかさか、あやめの里、敷島荘
　　　　　　　　　　ひかりの里、めぐみ荘、
障がい者関係施設・・・ぎんが工房、敷島緑陽園
　　　　　　　　　　フレンズ双葉、ワークスペースエム
　　　　　　　　　　ワークハウスふたば

店舗で行われているアルミ缶やペットボトル等の、リサイクル活動で
得られた収益の一部より贈られています。市内の方々への貸し出しや
福祉教育等で大切に活用させていただきます。

寄附期間：11月１日～２月29日

未使用タオルが 2,000 枚集まりました !! （順不同・敬称略）

ぎんが工房

集まった
タオル

ワークハウスふたば

双葉西保育園敷島保育園敷島小学校竜王南小学校竜王東保育園下八幡２区長寿会

双葉東小学校


