たくさんの町民の手によって福祉の町になりますように♥
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「赤い羽根 」町内各所で募金活動

4 日間で 135,226 円
の募金が集まりました !

今年も10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まりまし
た。同月1、6、28、31日、上郡駅、各店舗で、助成団体、
プレスクールかみごおりの園児、陽光こども園の園児、
ボーイスカウト上郡第1団、上郡佐用ロータリークラブ有
志、県立上郡高等学校、アイドル演歌みちあやめ会、社
協理事など多くの方のご協力を得て街頭募金を実施しま
した。運動期間中にはさらに多くの方にご協力をいただ
きます。よろしくお願いします。なお募金は年間を通じ
て受け付けています。 （共同募金活動の報告は次号で）

ご協力よろしくお願いします
◆主な紙面内容◆
Ｐ２……共同募金、歳末たすけあい運動の助成金ご案内
Ｐ４……まちの福祉ＴＯＰＩＣＳ
Ｐ５……地区別情報交換会ご報告
Ｐ６……実習生から見た上郡町は
この広報誌は共同募金配分金の一部を使用して発行しています。

編集・発行：社会福祉法人 上郡町社会福祉協議会
〒 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡 500-5
TEL（0791）52-2910 FAX（0791）52-5444

Facebook
もチェック

メールアドレス info@kamigoori-wel.or.jp
ホームページ http://www.kamigoori-wel.or.jp
Facebook http://www.facebook.com/kamigoorisyakyo

赤い羽根共同募金を利用した
共同募金助成金申請を受付！
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり
を支援するため、令和元年度の赤い羽根共同募金の財源を
活用し、公募により令和２年度の福祉的な事業に助成を行
います。上郡町社協では「共同募金助成金」の申請を受
け付けます。

１事業上限35万円の範囲内で助成します。
助成を希望するボランティア団体、福祉団体、自治会、学校
関係等は、社協の定める要望書等を社協に提出してくださ
い。
提出期限：令和２年１月10日（金）～１月31日（金）

令和元年１２月２日（月）より受付開始！
年末年始の地域福祉活動に対して、支援を行うことが対象
で、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことが
できるよう、様々な福祉活動や地域のたすけあい活動に

１事業１万円の範囲内で助成します。
「例えば…
■ふれあい・いきいきサロン
■子育てサロン
■ひとりぐらし高齢者に対する配食・会食
■当事者活動
■児童・生徒によるボランティア活動等
助成を希望する団体は、社協の定める助成申請書を社協に
提出してください。
申請期間：１２月２日（月）～１２月１６日（月）

共同募金助成金及び歳末たすけあい運動による助成説明会
上記の共同募金助成金助成及び歳末たすけあい運動による地域福祉活動に対する助成の説明を行います。
と

き：１１月２９日（金）

問い合わせ先：上郡町社会福祉協議会

１０時００分～
☎

５２－２９１０

ところ：社会福祉協議会
FAX

大会議室

５２－５４４４

赤い羽根共同募金運動の一環

歳末たすけあい運動 12/1 スタート
スローガン：「つながり ささえあう みんなの地域づくり」

目標額：１，４５０，０００円
今年も１２月１日から３１日まで、全国一斉に「歳末たすけあい運動」が行

〈参 考〉

なわれます。この運動は、赤い羽根共同募金運動の一つで、地域住民、民生委員・ Ｈ 30 年度の持ち寄り金内訳
児童委員、社会福祉施設等の協力のもと行われます。新たな年を迎える時期に、 各世帯持ち寄り金
支援を必要とする人たちが地域で安心して生活することができるよう、福祉活 ( 協力戸数 ４,846 戸 )
動を展開するものです。お寄せいただいた募金は、今年も趣旨に沿って有効に
活用させていただきます。

愛の鍋（３ヶ所）、その他
合計

なお、昨年皆さまからお寄せいただいた募金は、下記のように配分させてい
ただきました。今年も、皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします｡

昨年の使い道

参考（Ｈ 29 年度）

支援が必要な世帯に、見舞
金、お米、おもちを民生・児
童委員の協力により届けまし
た。 （52 世帯 454，552 円）

母子・父子家庭中卒者への
祝い金として、上郡町商工会
の商品券を届けました。
(23 人 69，000 円 )

在宅で寝たきり高齢者を介
護している世帯に、見舞金を
民生・児童委員の協力により
届けました。
(29 世帯 145，000 円 )

こどもホームスティ受け入
れ世帯へ、お年玉として届け
ました。(2 世帯 20，000 円 )

12 月より役場、生涯学習支援センター、社協ロビー
に愛の鍋を設置します。募金のご協力をお願いします。
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75 歳以上のひとりぐらし
高齢者、社会福祉協議会サー
ビスの利用者等への配布カレ
ンダー製作費
(700 世帯 188，352 円 )

金額（円）
1,453,700
32,891
1,486,591
1,467,886

更生保護女性会への活動費
用を助成しました。
(1 団体 30，000 円 )
小地域福祉に取り組んでい
る団体への活動費用を助成し
ました。
(7 団体 70，000 円 )
児童福祉施設入所者の大学
進学や就職者に助成しました。
(2 人 60，000 円 )
町内特別支援学級のカレン
ダー製作費を助成しました。
(1 学校 30，000 円 )

残額は在宅福祉サービスと繰越金に利用させていただきました。
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上郡町社協では車イス、シャワーチェアの福祉用具やスカットボール、紅白の玉入れ、輪投げ、ターゲットゲームなどのレクリエーショングッズも貸し出しています。

令和２年 1 月 10 日（金）より受付開始！

歳末たすけあい運動の助成申請も受付！

貸し出しグッズ

地域福祉に貢献する団体を応援します！

ふれあい・いきいきサロンを
始めてみようという自治会もこ
の機会にどうぞ！

福祉学習

上郡町災害ボランティアセンター

災害時、あなたの力を活かすために！

仕組みを学び、活動体験を

上郡町社協では、住民対象に福祉学習を行っています。手話体験・点字学習・アイマスク体験・車いす体験などを各種ボランティアグループ協力のもと行っています。

災害ボランティアは「公助」では救いきれない被災者の困りごとを素早く見つけ、対応できる柔軟
さ、フットワークの軽さが長所です。また、大規模災害が発生した後に、被災者やその地域を支援す
るためにボランティアの受け入れや災害ボランティア活動支援などを行う「災害ボランティアセン
ター」を社会福祉協議会が上郡町との協議の上、設置します。今回の研修では、災害ボランティアセ
ンターの仕組みを学び、参加された皆さんで災害ボランティア活動がどんなものかを体験し、情報交
換しながら、私たちに出来る災害ボランティア活動について考えてみましょう！

日
内

時：令和２年１月２３日（木）９：３０～１１：３０
容：災害ボランティア活動模擬訓練

場
所：社会福祉協議会
参  加  費：無料
対
定
講

大会議室

象：災害ボランティア活動に興味がある方、地域の方どなたでも
員：４０人（先着順）
師：社協職員
協力運営スタッフ：地域防災リーダー
主催・お問い合わせ：上郡町社会福祉協議会

℡５２－２９１０

ふれあい・いきいきサロン応援講座
あなたも地域づくりにレクリエーションを取り入れてみませんか。気分転換や豊かな生活
を送るために、レクリエーションで楽しい時間、笑顔を増やしましょう。

日

時：令和 2 年２月２０日（木）10：30 ～ 12：00

内
容：手軽にできるレクリエーション
参加費：無料
講
師：NPO 法人生涯学習サポート兵庫 榎本英樹さん（えのちゃん）
場
所：社会福祉協議会 大会議室
定
員：５０人
締め切り：前日 １２：００まで
申  込  先：上郡町社会福祉協議会 電 話 ５２－２９１０
ＦＡＸ ５２－５４４４
電話、または FAX で、お名前、住所、連絡先をお伝えください。
主催・お問い合わせ：上郡町社会福祉協議会
被災府県への支援として私たちにできること

℡５２－２９１０

各種義援金募集

各県の共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を行っています。振込先、
受付期間等の詳細につきましては、中央共同募金会、各被災地県の共同募金会のホームページをご覧ください。
※上郡町社会福祉協議会（上郡町共同募金委員会）の窓口でも受付をしています。詳しくはお問い合わせくだ
さい。お問い合わせ：上郡町社会福祉協議会 ℡５２－２９１０
3
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心配ごとなんでも相談

社協末政理事長

上郡町・山野里地区合同防災訓練が町立山野里小学校であり、上
郡町社会福祉協議会も「災害ボランティアセンター（VC）」の立ち

災リーダーの協力のもと、ボランティア受付班、ニーズマッチング
班、オリエンテーション班、資材班に分かれて、疑似的に体験して

９月２６日（木）
ひとりぐらし高齢者のつどい「お月見会」65 人参加
９月２６日（木） 兵庫県共同募金会の会長表彰

ピュアランド山の里で「ひとりぐらし高齢者のつ

今年度、陽光こども園が兵庫県共同募金会の会長表

どいお月見会」を開催しました。アイドル演歌みち

彰を受けられました。平成 20 年から赤い羽根共同募

あやめ会の方々の歌や寸劇、陽光こども園の園児た

金の街頭募金活動に協力して下さり、今年度で 11 年

ちの和太鼓や歌、ふれあいあそびで参加の方々も楽

目になります。社協イベントのひとりぐらし高齢者の

しまれました。参加者の感想には「元気をもらった」

お月見会の際に授与させていただきました。

「また参加したい」等の声がありました。
１０月３１日（木） 兵庫県社会福祉大会

土屋時作さん

社協 末政理事長
（職員）北山

竹内

坂越
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表彰

丹波篠山市にて第 68 回兵庫県社会福祉大会が開催されまし
た。永年社会福祉協議会の理事を務めていただきました、山野
里地区大持の土屋時作さまに兵庫県知事より、民間社会福祉事
業功労者表彰が贈呈されました。
また上郡町社会福祉協議会の永年の取り組みが優良社会福祉
協議会長表彰、また上郡町共同募金委員会の永年の取り組みが
中央共同募金会会長より優良地区共同募金会会長表彰をそれぞ
れ受けました。
さらに、職員の事務局長竹内盛一郎、居宅介護支援専門員 ( ケ
アマネジャー ) の北山智里、坂越真由美も永年にわたる福祉の
発展の功労に対し、兵庫県社会福祉協議会会長表彰を受けました。
4
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分から行っています。どこに相談したらよいか迷った時はぜひご相談ください。

今回は、初めて地域住民の方がボランティア役となり、上郡町の防

時

上げ訓練で参加しました。

兵庫信用金庫より、車いす２台を今
年も寄贈していただきました。同信用
金庫は、平成 21 年５月より職員から
毎月一律 100 円を募り、集まった募
金で高齢者の方々を支援する活動をは
じめられました。上郡町社協に頂いた
車いすは今年で計 23 台になりました。

毎月第２木曜日

９月６日（金）
兵庫信用金庫より車いす２台

９月２２日（日） 町防災訓練に災害 VC で参加

いただきました。

兵信上郡支店中西支店長

まちの福祉ＴＯＰＩＣＳ

30

法律相談

地区別民生委員・福祉委員等情報交換会
上郡町の福祉のいいところ、よくしたいところについて話し合う

毎月第３火曜日

９月に、各地区の連合自治会長、福祉委員、民生委員・児童委員、民生・児童協力委員、社協理事、評議員、監事に集
まっていただき、情報交換会を開催しました。グループに分かれて、情報交換会のテーマ「上郡町の福祉のいいところ、
よくしたいところについて」に沿って、「どんな福祉のまちになってほしいか」、そのために自分たちにできることは
何かを考え、自分たちの地域について情報交換を行いました。
また、今年の赤い羽根共同募金運動の趣旨・使い道を説明し、募金の依頼をしました。
地区名

いいところ

時

13

分から行っています。一人あたり 分の相談時間で、予約制です。☎５２

・人のぬくもりがある

20

上
郡
地
区

・ボランティア活動、サロン活動が盛
んなところ
・隣近所が近く、助け合いができるこ
と

山
野
里
地
区

30

高
田
・
高
田
台
地
区

・お店が多いので、偶然、近所の人と
会い、世間話ができる
・子どもたちの挨拶がよくできている
・登下校の見守りボランティアがある
こと
・自治会内に老人会、サロン等があり、
行事に参加する楽しみがある
・話し合いの際に、相手の意見を大事
に聞き留めてくれる
・近所にいっぱい知り合いがいて、頼
みたいことなどが気兼ねなくできる
・同じボランティアを続け、仲間作り、

鞍
居
地
区

交流の場となっている
・ボランティア協会のグループが充実
している
・自治会組織があり、連絡・助け合い
が出来ている

よくしたいところ
・移動手段に困る
・ひとりぐらしの方の外出する機会を
増やしたい
・地域の子どもたちと楽しく話をした
り、ゲームが出来たりするような環
境になってほしい

どんな福祉の町になってほしいか
自分たちにできることは
・各世代のつながりを大切にした町
・上郡の歴史、自然、人間性の良さを
一人ひとりが自信をもって認識する
・自分たちで積極的に組織づくりに取
り組む

・体操など簡単に体を動かすところが
ない
・向こう三軒両隣の付き合いがもっと
必要
・ひとりぐらしの方がいつでも電話な

・挨拶から１歩踏み込む勇気
・自治会活動に全員参加
・一人ひとりがボランティア活動に取
り組む

どで相談できるところがほしい
・昔からの行事が出来なくなっている
・高齢者のつどい、元気体操をさらに
充実させたい
・年齢を問わず、希望と生きがいを得
るためにふれあう機会づくり、新た
な行事企画が必要
・福祉サービスを利用するにはどうす
ればいいのかなどの情報がない
・福祉行事を減らさず、お年寄りの楽
しみを増やしてほしい
・地域コミュニティーの維持

・自然の恵みを受け、元気で過ごせる
町
・近所同士がお互いに支え合う町に
・高田台ニュータウン再生に向けて、
子ども食堂の実現に取り組む

・  
「誰かがする」ではなくて「私もし
ます」という意識に変えていくこと
が大切（自分のこととして協力）
・今、出来ていることを続けていく
・助け合いができる町

２
- ９１０

・新しい時代に向けて人との繋がりを

赤
松
地
区

・隣人に対しての心遣いが良い。体調

・高齢の方が増え、若者が少なくなっ

不良の時などは食事の世話、通院な

ているため、地域の役割が担えなく

ど手助けをしている

なり、役割の再編成が迫られている

・困った時は助け合うことが出来てい
る

・買い物弱者といわれる地域への積極

見直していく
・つながりがもてる伝統的な行事の継
続
・自然に親しみながら歩ける地域に

的な支援ができていない

・ボランティア活動に参加している方

・おとなしい人が多く、自分の意見を

は皆一生懸命にされている。高齢者

はっきり言う人が少ないような気が

にパワーがある

する
懇談会のようす

船
坂
地
区
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・コミュニティーが機能している

・通院、買い物の交通手段の利便性

・高齢者中心、若者中心、どちらもで

・若者ともっと話しやすくしたい

きている地域づくり
・助け合う意識が高い

・個人情報の決まりが難しくなり個々
の内容が把握しにくい

・声を掛け合って地域の人々のつなが
りを高める
・共生できる地域づくり
・よりみんなが仲の良い町に
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社会福祉協議会には、学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学等（通信制・定時制含む）
への入学または在学中に必要な費用を貸し付け、その就学や将来の就労を支援する教育支援資金制度があり、
「就
学支度費」と「教育支援費」の２種類があります。
①低所得世帯（世帯収入が住民税非課税程度）
②現在中学生、または高校生、高等専門学校生等である者、またはその卒業から２年以内の者
③高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校およびその他各種学校（通信制、定時
制を含む）に在学中の者

貸付限度額

〇就学支度費
〇教育支援費

貸付利子

無利子

500,000 円（入学に際し必要になる入学金や制服代等が対象）
・高等学校 月額 35,000 円以内
・高等専門学校 月額 60,000 円以内
・短期大学 月額 60,000 円以内
・大学
月額 65,000 円以内
償還期間

２０年以内

ご利用になる前に

生活福祉資金貸付制度は、住み慣れた場所での生活を支援する「地域型の貸付」制度です。金銭的な必要性
だけで貸付を行うのではなく、日常生活への支援などについても考慮しながら、貸付の実施を審査するため、
借入申込から貸付決定までには、１か月から数か月の期間を要します。お早めにご相談ください。
申請・償還にあたり、お住まいの地区の民生委員、児童委員による援助指導があります。

申込・相談先：上郡町社協

実習生からみた上郡町は

☎５２－２９１０

～社協での実習を通して地域福祉について学ぶ～

８月から１週間、インターシップの実習として、県立上郡高等学校より、３年生が３人、また８月中旬から約１ヶ月間、社会福
祉士取得のため社会福祉援助技術現場実習として、関西福祉大学（赤穂市）より、３回生の大学生1人の受け入れを社協で行い
ました。期間中に学生・生徒を快く受け入れてくださいました町民の皆さま、
ありがとうございました。

上郡高等学校
３年 山本浩輝さん

上郡高等学校
３年 大藤未来さん

上郡高等学校
３年 前田晴彦さん

関西福祉大学
３回生 西山桃香さん
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お弁当の配達ボランティア・調理ボランティア・食器洗いボランティアを募集しています。

対象となる世帯

ボランティア募集

教 育 支 援 資 金制度の ご 案 内

絵本との出合い生きる力に

三島澄子さん（
歳）落地

落地在住の三島さんは、ボランティアグループ「上

郡この本だいすきの会」の代表として絵本の読み語

りを中心に福祉施設や社協や町子育て支援センター

代。当時、仕事、

30

の子育てイベント等で活動をされています。

三島さんの絵本との出合いは

子育て、家事が重なり、一番悩んでいた時に『てんぐのこま』という

１冊の絵本のことを書いたエッセーを読んだことがきっかけで人生が

変わったと話されます。作品と自身の現状が重なって、思わず作者に

ちみもうりょう

手紙を書いたときに作者から《絵本は「子どもと大人をつなぐ」「子ど

もと子どもをつなぐ」「大人と大人をつなぐ」、世の中には魑魅魍魎が

あるけど僕は面白い》と返信が来た時、今までそれがあるから自分は

苦しいと思っていたけど、それを面白いと思えるようになるために「勇

気」と「知恵」をつけていかなくてはいけないと絵本の物語と自身を

それがきっかけになって現グループの前身の「お話し会」そして読

年以上続けられています。

30

重ねて前を向き始めたそうです。

始めた当初は、障害者施設に読み語りに行った際に本の前にもおらず、

味を持ってくれた時、絵本の魅力を再確認。高齢者施設に

行った時には、「普段は背中を丸くされて下を向くことが多

い方々が、絵本の時は自然と背中を伸ばされていますので

有難いです」と職員の方から言っていただくなど、絵本の

楽しさや魅力に気付いてもらうことがうれしいと話されま

読み語り以外にも「ひがし蔵」や「ピュアランド山の里」

す。

で原画展や講演会などのイベントを開催されるなど、精力

絵本は絵を読み取るもので一生の関わ

“

的に活動されています。「絵本は子どもだけのものではない。

ちみもうりょう

生きる力

”

絵本を通して多くの人と出会いがあり、絵本との出合いは

自分の

浦川靖博）

される三島さんからは、絵本に対する感謝と愛情が感じ取

（広報委員

上郡町社協では第２水曜日に託児ボランティアさんのご協力により、子育
てイベントを開催しています、ぜひ参加してくださいね！

り。今は魑魅魍魎も楽しめるようになってきたかな」と話

れました。

子育てイベント

町の元気人

書サークル「たんぽぽ」を立ち上げられて

★ びと

歩き回っていて全く関心がない利用者が、突然絵を覗き込んで本に興

★

65

町内のまちの子育てひろば・子育て交流の場に遊びにきませんか
施設開放

9:30 ～ 17:00
（月～金）
土曜開放 12/7（土）
9:30 ～ 17:00 0 歳～
12/6 、1/10（金）10:00 ～ 10:30 就学前親子

親子自由遊び

当日受付

おはなし会（絵本の読み聞かせ）、異年齢児サロン 子育て
学習センター
子育て相談
のびのびクラブ（保健師、栄養士による
1/10（金）
10:00 ～ 12:00
話）発達相談
12/13（金）
10:00 ～ 11:00 0、1 歳児親子 ０、１歳児サロン
陽光こども園
12/5（木）
10:00 ～ 11:00
園庭開放、子育て相談
高田台自治会館
12/12、１/ ９（木）10:00 ～ 11:00 0 歳～
サンサンひろば
就学前親子 サンサンひろば
11/21、12/19、1/16（木）
山野里公民館
10:00 ～ 11:00

ほほえみひろば

いずみっこ

子育て学習センター
℡ 52-6181

12/13、1/10（金）10:00 ～ 12:00

幼児等の施設・園庭開放
幼児ならど
月～金 10:00 ～ 12:00
子育て相談、体験活動ほか
なたでも
13:00 ～ 15:00
町 内 在 住 の 離乳食指導と試食、ふれあい遊びなど

赤ちゃんサロン 12/20（金）9:45 ～ 11:30 0 歳 児 と そ
の保護者

座談会 （託児あり）

当日受付

陽光こども園
℡ 52-3775

泉心学園

当日受付

泉心学園
℡ 52-0168

保健センター

12 月 13 日（金）まで
（電話申込）

保健センター
℡ 52-2188

社会福祉協議会

社協子育て
12/11（水）
支援室イベント
10:00 ～ 12:00

1/22（水）
10:00 ～ 12:00
（１月のみ第４水曜日です！）
和室・中庭開放
月～金曜日 9:00 ～ 17:00

クリスマスソングにのせて、親子でふれ
大会議室
あい♪絵本、わらべうたなどもあるよ！
講師：上郡この本だいすきの会
材料代：無料
持ち物：水分補給できるもの、動きやすい服装

社会福祉協議会
開催日の
℡ 52-2910
５日前まで
（電話申込）

0 歳～
就学前親子 押し花と子どもの写真でカードづくり

社協 facebook に毎月の報告
を掲載しています。
「いいね」
してね！

節分など季節のカードで作るよ♪
講師：押し花インストラクター藤井登貴子さん
材料代：３００円
持ち物：子どもの写真２、３枚（L 判）
和室・中庭開放

同じ部屋での託児あり

「貴方がいて、私がいる」
人は、相手のためにあるときにこそ、輝きます。
私達は、社会でお役に立てる歩みを目指します。

医療法人社団
介護老人保健施設
通所リハビリテーション

豊寿会

高嶺の郷

〒 678-1241 赤穂郡上郡町山野里 2305-1
TEL.0791-57-3250 FAX.0791-57-3253

※上記の福祉団体に広告料をいただいています。
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寄付の窓口 善意銀行
あなたの善意に感謝

給食の献立とお薦めの１品を紹介します♪

ご香料の一部を福祉のために

９月４日、６日の給食

岩木船谷
苔
縄
奥

100,000円

福祉のために
100,000円
（亡母供養のために）
色紙・和紙
故・池田 澄子
塚本とよみ（亡夫 為雄様）供養のために
1,939円
溝端
剛
細田 昭代（亡夫 潔様）供養のために

匿
名
栄
町
大
枝
太  子  町
下  栗  原

とりマヨ（１人当たり）
60 グラム
少々
少々
10 グラム
少々
少々
少々
少々

濱﨑久美子（亡夫 甫様）
竹田 晴雄（亡母 乙女様）
水正 益生（亡母 マサヱ様）

その他

A

野
桑
城下 孝司（亡母 アヤ子様）供養のために 50,000円
高田中学校（昭和28年卒）同窓会 （同窓会開催清算後残金）
1,475円

B

【寄付申請書によりお名前、
金額を掲載しています】
は、
本人の希望により金額を掲載しておりません。

子どものメニューにも最適！

寄付金専用口座 郵便振替口座 口座番号「00910-1-207163」
口座名義「社会福祉法人上郡町社会福祉協議会」

調理方法
①鶏肉を一口大に切る。
②Ⓐで下味をつける。
③片栗粉をつけて、オーブンで焼く。
④Ⓑのソースを絡める。

義援金

※共同募金会を通じて送金させていただきます

深澤
正（R1 8月佐賀県豪雨災害義援金）
木村はつ子（R1 台風第15号千葉県災害義援金）
赤松 初夫（R1 台風第15号千葉県災害義援金）
10/28、31 街頭募金

10,000円
10,000円
10,000円
13,027円

上郡町ボランティア協会（9/1映画鑑賞会募金箱）
10/28、31 街頭募金

（2019年９月１日～ 10月31日）
（敬称略）

善意の収集活動♥
漢方薬局 春爛満
田中寛久
願栄寺女性同朋会
大山香由子
観光ボランティアSACLA
楽房円心
ハワイアンフラ・ククイ
泉心学園
高田幼稚園
竹裏由佳
㈱村上水道設備
プロバスクラブ清流会
新林正義
上郡町役場総務課
上郡ガスセンター㈱
会愛会
平井敏一

社協各種無料相談案内

～古切手・書き損じハガキ・ベルマーク～
2019年9月1日～ 10月31日受付分（敬称略・順不同）

上郡交通安全協会
西本マサ子
M・K
オレンジ
歌の輪喫茶 花
有限会社室内装飾タネツグ
宋 ㈱はらだ呉服店
セントラル保育教材社
小谷満会計事務所
内山義肢
有限会社杉本硝子
上郡町健康福祉課
サロン結い
上郡町上下水道課
西野山ほほえみサロン
巨人の星
株式会社辻製作所

小林良子
西光寺仏教婦人会
葵
樹
田渕日出子
山本利彦
野桑の里
橘いづみ
中谷電気工事
たかはし企画
藤井釣具店
宇多萩枝
榎並勉
小野久美子
匿名６件

☎ 52-2910
令和
年

2

月
月
月

2 1 12

日（木）
日（木）
日（木）

日（火）

日（火）

日（火）

分程度

21 17 19

心配ごと（なんでも）
相談員

月

月

年 １月

12 11

☎０８０ １９３６
１
- ０６７

令和

※相談時間

○担当
ボランティアコー
ディネーター及び
社協職員

30

2

13 9 12

心配ごと
（なんでも）相談

悩みごと、心配ごと、在宅での介護などお気軽にご相談ください！

食生活を見直そう

※上記の福祉団体に広告料をいただいています。
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で随時社協事業等紹介中！「いいね♥」してくださいネ！
face book

☆宮本隆（中村）
・・・すだち、
ピーマン
☆Y・M・・・ナスビ、
島菜、
水菜
☆M・O・・・キュウリ、
ナスビ、
ゴーヤ、
ブドウ、
ネギ、
みかん
☆高津利一（宿西）
・・・シシトウ、
ピーマン、
ナスビ、
サツマイモ、
間引き
菜、
ネギ、
里芋、
大根葉、
インゲン、
サツマイモ、
小芋
☆鯉谷房子（ハイツあゆみ）
・・・お米
☆NPOほっとみのり・・・小芋、
シシトウ、
オクラ
☆山田洋美（与井新）
・・・もち米
☆山内創司（名村）
・・・ハヤトウリ
☆匿 名・・・オクラ、
ジャガイモ、
玉ネギ、
モロヘイヤ、
ニラ、
ダビデの星、
四角豆、
オクラ、
ゴーヤ、
サツマイモ、
お米、
ブドウ、
すだち
給食サービスに利用させていただきました。
9、10月もたくさんの野菜をいただき、ありがとうございました

4,957円
13,609円

月 日（金）になります。社協

共同募金

あなたの野菜で元気に！

次回の広報「てとてとて」発行は、令和２年

・白ごはん
・とりマヨ
・マカロニサラダ
・カボチャのそぼろがけ
・ジャガイモと人参の
キンピラ ・みそ汁
・漬物
材料・分量
鶏むね肉
塩・こしょう
酢
マヨネーズ
チリソース
パセリ
片栗粉
サラダ油

2019年9月1日～ 10月31日
受付分（敬称略）

社協広報

社協給食サービスメニューのレシピ
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