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新年おめでとうございます
皆様方には、輝かしい新春を迎えられたことと
お喜び申しあげます
甲斐市社会福祉協議会
会 長 河西 富士雄
さて、甲斐市におきましても少子高齢化の進行や一人暮らしの高齢者の増加
また、雇用環境の変化などにより、健康面、生活面、安全面などで手助けを必要
とする人が増加してきております。
こうした状況を踏まえる中、甲斐市社会福祉協議会では平成 年度から 年度
までの行動計画として、「人と人がつながり安心して暮らせる福祉のまちづくり」
を基本理念に「第２次地域福祉活動計画」をスタートさせたところであります。
その内容は、
目標１

目標２

介護支援ボランティア事業、高齢者運動会、高齢者教養講座、障がい児者支援
事業、老人クラブ支援、子育てサロン事業等を行ってまいります。

ふれあい、支え合いの地域づくり
社協だより「かがやき」の発行、ボランティア登録推進事業、ボラン
ティアリーダーの養成事業、福祉啓発事業、いきいきサロン支援事業、
災害ボランティアセンター整備事業等を行ってまいります。
暮らしを支えるサービスの利用促進と相談支援体制づくり
福祉サービス情報の提供、配食サービス事業、成年後見事業、生活困
窮者自立相談支援事業、障がい者基幹相談支援センター事業、デイサー
ビス事業等を行ってまいります。
社会参加の促進と交流のできる居場所づくり
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今後も市当局の支援や関係団体との連携、自治会や民生児童委員、ボランティ
アなどのご支援やご協力を頂く中、地域の支え合いの心を育ててまいります。
なお、社会福祉協議会に設置されております「ボランティアセンター」を拠点
に、様々なボランティアの活動が行われておりますが、その活動については、積
極的に支援してまいります。
こ れ ま で ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 に 関 心 の な か っ た 方 も、 酉 年 の 新 年 を 機 に ボ ラ ン
ティアにとりくむ目をもって頂ければ、ありがたいと思っております。
皆様のご健勝とご多幸をお祈りするとともに、多くの市民の皆様のご参加をお
待ちしております。

目標３
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第８回甲斐市社会福祉協議会のつどいを開催しました

11月12日（土）、甲斐市敷島総合文化会館において、
「ふれあい・
支え合いの地域づくり」をテーマに開催されました。
日頃から地域の福祉活動を担っている民生児童委員、ボランティ
ア、高齢者、障がい者のみなさま、また、保坂市長及び小浦市議会
議長を来賓に迎え、350人の方々にご参加いただきました。
第１部の式典では、河西会長が「長年にわたり地域福祉に貢献の
あった個人や団体を表彰させていただくことになっております。受
賞されるみなさまには、これまでのご功績に感謝申し上げるととも
に深く敬意を表します。また、年間80を超える事業を実施するた
め、これからも自治会はじめ民生児童委員やボランティアなど多く
の市民のみなさまのご支援・ご協力をお願い申し上げます。」とあ
いさつをいたしました。
また、甲斐市社会福祉協議会のつどい中村直明実行委員長より
「人と人がつながり安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、
社会福祉協議会、各種団体をはじめ多くの皆さまと連携をとり、取
り組んで参ります。」とあいさつがありました。
続いて長年にわたり地域福祉活動を行なっている方に対する表
彰、福祉ポスター入賞者の表彰が行われ、来賓として出席された保
坂市長様及び小浦市議会議長様から受賞者に対するお祝いの言葉と
社会福祉協議会に対する期待の祝辞がありました。第２部では、記
念講演及び公演が行われました。
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甲斐市社会福祉協議会会長表彰（五十音順・敬称略）
◎民生委員・児童委員功労
浅川 里美
長田小百合
財前美知子
髙石
修
日原
正

天野 正秀
小田切礼迦
坂本江美子
髙原 陽子
藤森 美鈴

雨宮 恵子
河西 光江
坂本 行臣
滝沢やす子
保延 武忠

飯野美佐子
黒倉あき子
末木 伸夫
仲田ひろ美
前村はぎ映

大舘 友子
輿石 文江
鈴木ハル子
中村佐知子
横森満理子

内田 照子
小林八重子
堀川千登世
望月 圭子

岡田 敏子
杉田美恵子
松田 藤江
依田 好子

◎ボランティア活動功労（個人）
阿部 智子
長田 文子
長久保町子
松本みち子

天川江美子
影山 史子
古屋 和子
三井 令子

石原 聖子
桑本千枝子
保坂 英子
宮沢 保子

◎ボランティア活動功労（団体）
朗読サークル
ほっとくらぶ

かいがら

朗読サークル さくら
ユースサポーター

◎日赤奉仕団活動功労
鈴木きく子

記念講演
関東運輸局 地域公共交通マイスター 雨宮正英氏により「甲府盆
地の公共交通 資料で見る歴史 そして 新交通システム ＢＲＴ」
と題して記念講演をしていただきました。講演では、映像を通して懐
かしい甲府盆地の公共交通を紹介するとともに公共交通の変遷を語っ
ていただきました。また、専用道路やレーンを走行する海外からの様
子も紹介しながら、リニア開通後の甲府盆地における新しい交通シス
テムＢＲＴ（バス・ラピッド・トランジット：バスを基盤とした大量
輸送システム）の構築について有意義な講演をしていただきました。

公演
初めに敷島北小学校の和太鼓クラブによる迫力ある演奏を披露していただき、次のふたばジュニア
コーラスは、『楽しく歌おう』をモットーに会場の皆さんと一緒に合唱を楽しみました。

ふたばジュニアコーラス

敷島北小学校
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福祉ポスター入賞作品（順不同・敬称略）

優秀賞

最優秀賞
花見 妃夏乃（玉幡小）

三井 智尋（玉幡小）

岩佐 英迪（竜王南）

朝川 朋美（竜王東小）

武居 志歩（敷島南小）

望月 日葵（竜王西小）

脇山 遥（玉幡小）

福祉ポスター入選者（五十音順・敬称略）
◎最優秀賞
花見

妃夏乃（玉幡小）

朝川
武居
望月

朋美（竜王東小）
志歩（敷島南小）
日葵（竜王西小）

岩佐
三井
脇山

柚葉（双葉東小）
愛純（玉幡小）
愛純（竜王南小）
笑和（竜王南小）
一慶（竜王西小）
秋音（竜王小）
彩（玉幡小）
あゆ（敷島南小）
朋花（玉幡小）
晋平（敷島南小）
亜美（玉幡小）
美結（玉幡小）

市川 椋大（竜王南小）
上田 陽菜（玉幡小）
小澤虎太朗（玉幡小）
久保 栞里（敷島南小）
小林 聖弥（竜王南小）
志村
雫（竜王東小）
田中 康太（敷島南小）
中澤 花音（竜王西小）
松永野々花（竜王南小）
望月 祐哉（竜王南小）
依田
灯（玉幡小）

◎優 秀 賞

◎佳

相山
今井
小澤
木村
小林
清水
竹川
塚原
平松
丸山
横内
涌本

作

英迪（竜王南小）
智尋（玉幡小）
遥（玉幡小）

福祉ポスター

井上 結心（竜王西小）
大塚祐佳莉（竜王南小）
川手
葵（竜王南小）
窪田 悠人（竜王小）
小林 侑那（竜王西小）
白川想乃美（竜王南小）
田中 玲妃（竜王南小）
原田 美弥（竜王小）
丸茂ひなた（竜王北小）
山本 一志（竜王小）
依田 結愛（双葉東小）

福祉ポスター選考について
本年は「人と人がつながり安心して暮らせる福祉のまちづくり」をテーマに多くの作品が出品されて
いました。地域の支え合う力、ふれあい支え合う気持ちを表し、福祉意識の高揚を図る作品が多く、意
識の高さが感じられました。
最優秀の作品については、「やさしい気持ち 笑顔の福祉」という文案と、障がいのある人やお年寄
り、お腹に赤ちゃんがいる人などを、やさしい家族の表情、街中でのやさしい福祉の心等、「やさしさ
と笑顔」というイメージにつながり、バックの澄んだ空と共に色調も明るく素晴らしい作品です。この
他にも“人と人のつながり”“やさしさ””安心”をテーマに描いた作品が多く見られました。小学生の
視線で、福祉について考え、表現することは、これからを担う子どもたちにとって有意義であり、明る
い未来を考える上でも大切な意味を持つと思われます。
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障がい児者ふれあい
福祉レクリエーション

高齢者運動会
10月27日 ( 木 )、双葉体育館にて、高齢者374
名、かおり幼稚園から85名の参加をいただき、ス
タッフ・協力員合わせて総勢502名の参加により
盛大に運動会を開催しました。
当日は、８チームに分かれ競技を行いました。
園児との交流種目では、園児と手をつないだり、
ラケットでピンポン球をはさむ競技など、交流し
ながら運動会を楽しみました。
その他の競技としては、お馴染みの「借り物競
争」や「パン食い競争」、「玉入れ」など、９種目
で行われ、年齢を感じさせないほど熱気で盛り上
がりました。
今年度の優勝チームは「Ｈチーム」でした。♪

平成29年１月１日発行

10月10日（月）
、一日バス外出事業としてふれ
あい福祉レクリエーションを東京ディズニーラン
ドにて実施いたしました。
当日はバス２台、総勢58人で東京ディズニーラ
ンドに行ってきました。
天気も良く、連休の最終日ということもあって
園内は大変混み合っていました。
参加者からは「自分たちで運転していくのは大
変なので、連れて行ってくれてとても助かる」と
言う意見や、
「バス
の中で参加者と交
流できた」など嬉
しい声を聞くこと
もでき、参加者同
士の交流を深める
ことができました。

在宅介護者
リフレッシュのつどい

高齢者ウォーキング大会

11月17日（木）
、11月29日（火）甲府市、燈屋
においてリフレッシュのつどいを開催しました。
参加者の皆さんには美味しい食事と温泉で心身
ともにリフレッシュしていただいた後、午後のプ
ログラムとして佐野奈津子さんを講師に招き、押
し花で壁飾りをみん
なで作りました。介
護の合間のリフレッ
シュになっていただ
けると幸いです。

11月22日（火）高齢者ウォーキング大会を開催
しました。
今回のコースは、信玄堤の紅葉と秋風を感じな
がら散策する
コースで、当
日は天気も良
く、青空の下
でみんなで食
べる昼食は格
別でした。

“ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰”受賞者の紹介
甲斐市から、１名１団体が表彰されました。おめでとうございます。

【個人】深澤圭子さん

旧竜王町時代から永年にわたり地域の高齢者福祉に貢献
され、現在も継続して様々な活動を行なっている。

【団体】朗読ボランティア みどりの風 さん

20年以上にわたり、市内施設や学校、地域の公民館など
へ訪問し朗読を通じて地域との交流を図っている。過去に
は、戦争と平和を考える公演や朗読会を開催するなど地域
貢献をされている。

みどりの風 20周年の様子
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ボランティアじょうほう
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Go 甲斐 ボランティア
ごー

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

2 月は『ボランティア・ＮＰＯ活動』推進月間です
山梨県では毎年２月をボランティア活動推進月間と定め啓発・普及に取り組んでいます。
ボランティアは誰にでも気軽にできる活動です。今年も多くの人にボランティアに興味を
持っていただけるように、２月の広報誌と一緒にＰＲちらしを全戸配布します。これからボ
ランティアを始めてみたい人、ボランティアについて知りたいという人は、ボランティアセ
ンターまでご連絡をお待ちしています。

ボランティアセンターを紹介します！
甲斐市ボランティアセンターでは、これからボランティア活動をしてみたいと思っている方
の相談を受け活動場所の紹介等ボランティアの第一歩をサポートします。
また、市内の施設など様々なところよりボランティアさんを紹介して欲しいという要望を受
け、甲斐市ボランティアセンターに登録していただいている、個人・団体のボランティアさん
に依頼し活躍していただいています。
相談・登録

ボランティア
希望者

甲斐市
ボランティアセンター
個人

団体

ボランティア

ボランティア

活動場所の紹介

配食サービス
ボランティアの
視察研修を
実施しました

マンズワイン勝沼工場資料館見学

12月２日（金）
、配食サービス
の調理・配達ボランティアを対象
に、食品に関係する施設への視察
研修を実施しました。

相談

活動ボランティアの紹介

ボランティアを
紹介して欲しい
施設等

庭木の手入れ・障子網戸
の張替えを実施しました
地域支えあい生活支援事業として、70歳以上の一人
暮らし、高齢者世帯・障がい者世帯で年末の作業が困難
で経済的に他のところに頼むことが難しい方を対象に、
庭木の手入れ、障子・網戸の張替えを行いました。庭木
の手入れ等、生活支援を目的としてボランティア登録を
していただいている「欅の会」の皆さんや多くのボラン
ティアの方たちにご協力をいただき作業を行い、派遣先
から大変喜ばれました。
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一緒に子育て支援ボランティアしませんか？

子育て支援ボランティア募集中！

社協では、子育て中の方の社会参加を支援するため、月に一回
子育てサロンの開催、託児付きのリフレッシュ事業等を実施して
います。この事業推進のためには、ボランティアのみなさんの協
力が欠かせません。
そこで、社協では子育て支援ボランティアを募集しています。
子どもが好きな方・子どものお世話や遊び相手をして頂ける方
であれば、資格・性別・年齢は問いません。
多くのみなさんのご応募をお待ちしています！

ご協力ありがとうございます
●寄

附

（順不同・敬称略）

甲斐市ボランティア協議会… …………………………40,000円
マックスバリュ東海株式会社… ………………… 車椅子

1台

上原イヨ子… ……………………………………………… おむつ
廣瀬ゆかり… ……………………………………… 尿取りパッド

● 食糧寄附
（個

人） 丹澤好和、石井文子、山宮和彦、山宮美知子、齊藤スミエ、…戸井弘幸
大西花代、岩田きみ江、片岡弥一、片岡みさほ
（企 業） 生活協同組合ユーコープ（おうちコープ）、株式会社カニヤ
株式会社ろすまりん
（団 体） 双葉高原団地自治会

● エコキャップ

山田弘志、もみじの会、堀井節子、岩田きみ江、中山光江、敷島台自治会
敷島台保健衛生部、ワークハウスふたば、中村勝、中村生道、望月圭子
保坂礼夢・めろ、長田明美、中村昌幸、敷島新町 花水木会、敷島保育園
塩沢すみ江、ＦＤこでまりの会、竜南エコフェスタ実行委員会 代表 神代慶雄
渡辺明子、松島保育園、敷島南小学校、ファミリーサポートセンター
深澤伸子、甲斐市ペタンク協会、山梨福祉総研、梶原明美、早川桂子
片岡弥一、片岡みさほ、松本雅子

● 使用済み切手
徳良ゆかり、株式会社 タンガロイ
岩田きみ江、石井文子、井上由紀子
渡辺明子、津金富美江、上原貴美子
小田切キヌ子、佐藤寿美子、阿部美知代
竜王北保育園、横森美保
ワークハウスふたば

甲斐市ボランティア協議会

おうちコープ

松島保育園

敷島南小学校

敷島保育園

社協だより

平成29年１月１日発行

かがやき

第56号（8）

社会福祉法人甲斐市社会福祉協議会職員

採用試験

平成28年度社会福祉法人甲斐市社会福祉協議会の職員採用試験を次のとおり行います。
項

目

期

日

内

容

【第１次試験】平成29年２月 ５日（日）一般教養、適性、作文
【第２次試験】平成29年２月17日（金）個人面接

採用予定数

１名

採

日

平成29年４月１日

職

種

社会福祉協議会業務全般

資

格

昭和46年４月２日以降に生まれた人で、精神保健福祉士または社会福祉士のいずれ
かの資格を有する人

地

社会福祉協議会敷島本所

勤

用

務

申 込 期 間

平成29年１月10日（火）〜平成29年１月23日（月）
（土日・祝日除く）
※試験内容・受験申込は、社会福祉協議会敷島本所で配布します。
また、社会福祉協議会ホームページ  http://www.kaishakyo.com/ からもご覧い
ただけます。

申 し 込 み
問い合わせ

〒400-0123 甲斐市島上条3163
甲斐市社会福祉協議会総務係
☎055（277）1122

            六点の会と共に
コラム
                                          点字サークル

六点の会
                          代 表 信田 千束子

六点の会は、平成７年に旧竜王町で点字の講習会があり、その時の受講者を中心に自主グ
ループを設立、スタートしたものです。
現在会員は９名、月２回竜王の保健福祉センターで活動しています。
主な活動としては、川柳誌「川柳一の枝」の点訳があります。健常者と視覚障害者が共に
投稿しており、俳句や短歌などと同じように独特の語彙や拍数があり、作者の意図を汲みと
らなければと、点訳するのにも意外と苦労します。
また、点字カレンダーの製作をしており、これは主に市内の小中学校の教材用として活用
されています。市内の小学校では、４年生になると点字の体験学習があり、学校に出向いて
指導する事もあります。初めて点字に触れ、自分の名前や学校名を打っている姿は、一生懸
命で本当に可愛いものです。点字を覚えるのがとても速く、驚かされます。
山日新聞に掲載されている「おごっそうの玉手箱」という記事も点訳しています。これは
郷土料理の、いわば秘伝を解説したもので、会員も楽しみにしています。
夏休みには、点字体験教室に大勢の子供達が来てくれま
す。
先日は、竜王小学校の子供達が地元の歴史を調べた小冊
子を預かり、点訳して学校にお届けしました。市内の各図
書館に置いていますので、ぜひ御覧いただきたいと思いま
す。
これからも読者の要望に添った活動が出来るよう、頑
張っていきたいと思います。
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。

