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第2回笛吹市社会福祉大会
　平成21年11月10日にいちのみや桃の里ふれあい文化館において、第2回笛吹市社会福祉大会と笛吹市
介護予防講演会が開催され、社会福祉大会では、社会福祉関係の表彰状と感謝状の贈呈を行ないました。
　介護予防講演会では、落語家の桂こけ枝さんを招き「ニコニコ笑顔で自分らしく」をテーマに笑いのある
楽しい講演が行われました。

第２回社会福祉大会において表彰及び感謝状を贈呈された個人・団体は次の方々です。

表彰状授与者

感謝状贈呈者

寄付者名簿

「社会福祉協議会役員」
渡邊美保子　様
小幡　淳子　様
荻野　崇子　様
久保田人司　様
古屋　保子　様

飯田　武重　様
天野　公善　様
四葉会代表原田季雄　様  
川口　勝彦　様 
でばん会　　様  
山梨日日新聞厚生文化事業団　様  

平成２１年４月から１０月までにご寄付いただいた皆様です。

中村　善光　様   
境川町体育協会ゴルフ部　様   
御坂町家庭婦人バレーボール愛好会　様   
笛吹市役所ゴルフ愛好者一同　様   
石和町河内区女性部　様   
メタウオーター㈱　　　様   

岩間　弌勇　様
林　　光雄　様
水上　秀克　様
水野　孝子　様
風間　　勲　様

渡辺み津江　様
風間　幸雄　様
岡　　梅子　様
橘田　金範　様
済藤　文子　様

飯田　元康　様
生原　邦男　様
杉原　啓羑　様
原田　好文　様

「金品等寄付」

コルモラン　石和店　様
境川町手芸ボランティアの会　様

塚越　武文　様
藤原　治征　様

弦間　武文　様
水野　孝子　様
桑原みさと　様

「社会福祉特別功労者表彰」
古屋　貞次　様

「ボランティア活動功労者表彰」
石原　藤子　様
二　林　会　様
風間　幸雄　様

ご寄付を頂きました皆様に、心より感謝申し上げます。
社会福祉のために、大切に使わせていただきます。本当にありがとうございました。
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１０月１日から１２月３１日まで｢地域の福祉、みんなで参加｣をスローガンに
全国一斉に募金運動が行われています。ご協力をお願いいたします。

ボランティアまつりにおける
共同募金運動の様子。

ご協力いただいた募金は、誰もが住みなれた地域で安心して暮らすことのできる
まちづくりに取り組むため、福祉サービスの充実・ボランティア活動の推進・高齢者
や障がいを持つ方、子ども達などの活動支援に使われています。

      認知症高齢者や知的障がい・精神障がいのある方など、判断能力が不十分な
      方々を対象に、日常生活で必要なお手伝い（金銭の払戻しや支払い、郵便物の
      確認等）をする事業です。

皆さんが地域で安心して生活できるように、
次のような応援をしています！

◆ 福祉サービスの利用料金の支払い手続き
◆ 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
◆ 施設や病院等への支払いの手続き
◆ 税金や公共料金などの支払い手続き
◆ 大切な通帳やはんこなどのお預かり など

※利用料金は１時間１，０００円（生活保護受給者は無料）。

福祉ービス利用料の支払いのお手伝いをお願いしたくて…

 赤い羽根共同募金に、ご協力をお願いいたします！

平成２１年度
山梨県目標額

笛吹市目標額

１９５，０００，０００円

１３，７０７，０００円
ご協力をお願いします。

平成２０年度
山梨県実績額

笛吹市実績額

　１７６，２０３，０３９円

１３，６３９，７８２円
ご協力ありがとうございました

赤い羽根共同募金

ご存知でしょうか？
『日常生活自立支援事業』

笛吹市社会福祉協議会（本所　電話 055-265-5182）
石和地域事務所　電話 055-262-1267
一宮地域事務所　電話 0553-47-2288
境川地域事務所　電話 055-266-5911
芦川地域事務所　電話 055-298-2170

春日居地域事務所　 電話 0553-26-3667
八代地域事務所　電話 055-265-2240
御坂地域事務所　電話 055-263-0848

問合わせ先
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社 協 会 費 のご 協 力ありがとうござ います
皆さまからお預かりした会費は地域に暮らす一人ひとりの生活の安心を支える活動に
活かされています。

※福祉活動への各種団体・グループ・ボランティアの参加促進や活動支援
※次世代を担う小中学校へのボランティア活動推進
※要援護者の権利の擁護ならびに生活自立のための支援活動
※地域ふれあいサロン開設支援と介護予防事業の実施

笛吹市社会福祉協議会は、
●市民の皆さまからの会費・寄附金 ●赤い羽根共同募金の配分金●行政からの補助金・委託金
●介護保険事業の収入 などを財源とし、地域に密着した事業を展開しています。

「かけはし」第１９号平成 21 年 7 月発行において、平成２０年度中に社会福祉協議会の趣旨にご賛同いただきました特別会員のご芳名を
掲載いたしましたが石和地区に一部誤りがありましたので訂正し、改めて掲載させていただきます。謹んでお詫び申し上げます。

〈敬称略順不同〉

★笛吹市社会福祉協議会の活動

アイネイン山梨 川阪食品 藤本電業（株） 山梨エール便 （株）秋山

浅川住宅設備（有） 川村義肢㈱山梨営業所 ブックスアマノ 山梨信用金庫 （株）初鹿野商店

アピタ石和店

（医）石和温泉病院 甲府信用金庫石和支店 ホテルうかい （有）石和代行 ㈱芦沢組土木

石和健康ランド

石和常磐ホテル ㈱梶原乳販峡東支店

㈱関東リース興業

㈱共栄石和営業所

㈱協佑社  コルモラン山梨石和店

石和華やぎの章　慶山

石和びゅーほてる

泉山荘

石和名湯館　糸柳

医療法人イワマ歯科

中央ルーフ㈱

（有）田中新聞店

ホテルパティオアネックス （有）英トラベルビューロー 筒井建設㈱

ウエルシア薬局ナカヤ石和店

エイブル・エステート（有）

エレガローザイサワ

おしゃれの店　フジタ

鬼久ヶ島精工㈱

カーテンじゅうたん王国石和店

甲斐日産自動車㈱甲府石和店

割烹の宿なかむら

株式会社川合商店

㈱大洋

㈱宮下測量

㈱ミヤタカ

㈱岡工業

㈱内藤（多賀乃） 福田（有）石和店 山内煙火店㈱ 寺本商店（有）

ふえふき農協　石和支所

茂手木歯科医院 （株）カモシタ （有）古柏園笛吹ゴルフセンター（有）

望月建業㈱ （株）小松遊覧農場 （有）深澤石材店ふえふき農協岡部支所

明友機工㈱石和営業所 （株）三和（ホテル石庭） （有）コマツガーデン

ふえふきこどもクリニック 明光義塾 若月医院眼科　歯科 （有）石和交通

花水晶 みなもと旅館 旅館㐂仙 風間建設㈱

野村歯科クリニック （有）みき不動産 旅館笛吹川 日之出観光自動車㈱

ネッツトヨタ山梨㈱石和店 （有）マルトミ 旅館きこり 深 雪 温 泉

日東物産（株）東部営業所 本坊酒造㈱ （有）山梨外車販売石和工場 秋山酒類販売

中込建設工業（株） ホリディイン ViVi （有）森沢運送 ㈱雄松堂書店オペレーションセンター

直井運送（株） ホテルやまぶき （有）ミサワ ㈱笛吹の華

イオン空間トルエ ホテルやまなみ （有）まるい園芸 ㈱日昇建設

トヨタ部品東京共販山梨支社御坂出張所 ホテルフィオーネ （有）松山興業 ㈱日食ドライブイン

東陽プロテック（有） ホテル花いさわ （有）ハリカ石和店 ㈱ニチエネ・ガス販売

ホテル八田立川商会 （有）野沢製作所 ㈱信栄

岩野株式会社

スルガ駿河屋（株） ホテル東洋 （有）錦鯉センター ㈱ジー・レンタル

スパランドホテル内藤 ホテルツーリング （有）東八通商 ㈱甲菱運輸  

（株）神宮司測量 ホテル新光 （有）ドゥーアップ (DO・ＵＰ） ㈱甲州ほうとう小作

昭和物産（株） ホテルシャンテ石和 有電㈱ ㈱栗田工業

石和鮮魚センター 昭和測量㈱ ホテルくにたち （有）チヒロ建装

石和整体療術院 サンライズ河野 ホテル君佳 （有）諏訪建材

石和誠心幼稚園 沢田屋薬局（株） ホテルきぬ川 （有）スカイシステムズ

小林リース（株） ホテル甲斐路 富士野屋　夕亭

小林医院 ホテルエルム 岡部タクシー ㈱天野建築設計事務所

京水荘 古屋眼科 友愛工業㈱ ㈱ＳＰＣ

安心して暮せる幸せあふれるまちづくり
社協だより「かけはし」　2009　November
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　１０月１８日（日）に笛吹市いちのみや桃の里スポーツ公園で、市内外から子ども達からお年寄りまで
 約１，５００名が参加し、｢笛吹市ボランティアまつり｣が開催されました。
 　会場は、 ｢発表のひろば｣｢体験・学習のひろば｣｢交流・情報のひろば｣の３つの広場となり、６０団体が出演･
 出展するなか、各ひろばとも朝からフィナーレまでにぎわいをみせていました。
　まつりの趣旨は、ボランティアの交流を通じた市内のボランティア活動の広がりと、地域の福祉活動の充実
 です。小・中・高校生、大学生、社会人約１２０名の当日のボランティアさんとしていきいきと協力していただき、
 多くの参加者とのふれあいの姿が目にとまりました。
 　市内各地域におけるボランティアの輪が、ますます広がることを期待できる一日でした。

発表のひろば
すいれき太鼓（山梨園芸高校の皆さん）

交流･情報のひろば
２４の食のコーナー･
福祉模擬店のコーナー

体験･学習のひろば
わいわいスポーツクラブ
によるトランポリン

じゃんけんに勝って
お楽しみ券を
もらうゾ！

ボランティアまつりは、
地域の皆さまの赤い
羽根共同募金で実施
されています。
あたたかいご支援
ありがとうございます！

さあ、ボランティア
はじめるよ～

第５回
笛吹市ボランティアまつり
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一地区一良いとこ事業
地域の特性を尊重し、さらに発展させていくことを目的として社会福祉
協議会で取り組んでいる事業です。今回は５地区を紹介します。

健康と住民のふれあいを深めるため、石和地区住民
主体の手作りのまつりが開催されました。当日は
中高校生のボランティアの協力もあり、約１,６００名の
参加がありました。4０社以上の企業からの景品
協力によるお楽しみ抽選会や、住民の遊休品協力
による日赤チャリティーバザー、医療相談、骨密度
測定また、区長会協力による区対抗輪投げ大会
など、幅広い年齢層の方々に「福祉と健康」の意識
を深めていただく一日となりました。　

石和誠心幼稚園児による
マーチング

出発進行！！

お楽しみ抽選会には行列

第２６回石和福祉健康まつり

救急法はあなたのまわりの大切な
人を守る技術です！！

シニアカー交通安全教室 ９月１７日
坊ヶ峯ふれあいセンター安全運転～右よし、左よし～

『繰り返し学ぶ大切さ』
御坂地域では、毎年、防災の日を前に救急
法講習会を開催し、今年も１２０名もの参加が
ありました。毎年のことではありますが、参加者からは｢毎年
参加している」｢もしかのときに役立つ」と真剣な眼差しで
取り組んでいました。

境川地域では、毎年２回、交通安全協会境川支部など地域の温かい協力の
もと高齢者の交通安全教室を開催しています。第１回はシニアカー（電動車
いす）の正しい乗り方講習会を行い２０名が参加しました。ジグザグ運転や、
道路の横断の仕方など再確認をし、毎年参加されている方からは「運転に
自信がついた」「毎年上達する」などの声が聞かれました。第２回は１２月４日
に山梨県警の交通安全指導車「さちかぜ号」による交通安全教室を行います。
今から楽しみと関心も高まっています。

一宮地域では、今年初めての試みとして救急法講習会を開催し５８名が
参加しました。中学生や一宮町に勤めている方など参加者も様々です。
参加した中学生は「祖父母や両親が必要になっては困るけど、私が知って
いれば家族を助けられるかもしれない」と貴重な体験が出来たようです。

< 御坂地区 >

< 一宮地区 >『中学生も参加』　

11月８日（日）スコレーセンター

８月２６日
御坂農村環境
改善センター

９月１２日
一宮福祉センター

やさしさと、じょうぶなからだで、まちづくり

石和地域

境川地域

御坂・一宮地域 救急法講習会救急法講習会

社協だより「かけはし」　2009　November
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虹のかけはし

７月２７日から８月２８日までの夏休み期間中に各地域でボランティアスクールが開催されました。お年寄り・障
がいを持った方・乳幼児や仲間とのふれあいの場を設け、市内の小学生から大学生まで延べ225名もの
参加がありました。なかでも関心が高かったのは、乳幼児とのふれあい体験で、楽しそうにふれあう姿がみられ
ました。「いのちの大切さ」を考えてもらうために、生命誕生の勉強や妊婦さんの体験などを行いました。
参加された生徒からは、「赤ちゃんってこんなに可愛いんだね。」「いのちの大切さをあらためて感じた。」などの
声が寄せられ、会場からは楽しそうに一緒に遊ぶ姿ややさしい笑顔であふれていました。
　

｢久しぶりじゃん」「元気だったけ？」
毎年恒例の八代サロン大運動会が
開催されました。今年で１０回目を迎え、
高齢者、ボランティア、保育園児を含め
３４０名を超える方々が参加しました。
八代保育園児の和太鼓演奏に感激。
また保育園児と一緒に輪投げ、玉入れ
等の競技を楽しみ、汗を流しました。
最後にみんなで花文字を作成、完成
品に盛大な拍手！！来年も元気に再会
できることを約束しました。

今年の花文字は ? 完成！！

サロン合同運動会
若彦路ふれあいスポーツ会館
１０月２１日（水）

私がジャンケン
チャンピオン

八代地域

社協ボランティア
情報コーナー

夏休みのボランティアスクール
かわいいなぁ

本当の赤ちゃん
みたいだねぇ。。

うぁー重っ。妊婦さんって大変だなぁー

�



支援センター「ふえふき」は市内で暮らす障がい者の方を支えます。

毎月第１木曜と第３土曜、午後１時
半～３時まで御坂道場にて太鼓
教室を行っています。参加者募集中
（＾－＾）

太鼓教室開催
大根と玉ねぎを植え、収穫が楽しみです。
毎週木曜日の午前１０時から活動中。
参加者募集中！　

畑作業

福祉機器貸出し
障害をお持ちの方に車椅子
など中古の福祉機器の貸出
しを行っています。

< お申込 >　最寄りの社会福祉協議会

デイケアでは在宅の精神障がい者の方
を応援します。仲間作り、趣味探し、自立に
向けての学習、相談など様々な形でお手伝

いします。日程：毎週火曜日・金曜日 午前９時半～午後3時
見学者、参加者募集中です（＾　＾）

デイケア

手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣

聴覚障害をお持ちの方のために手話通訳者・要約筆記
奉仕員の派遣を行っています。一週間前までに日程、
場所、内容の確認のためお申し込みが必要です。
是非ご利用ください。
< お申込 >　支援センターふえふき

視覚障がい者の方へ声の広報を
お届けしています。市内の朗読
ボランティアの方のご協力を得

ながら、笛吹市と社会福祉協議会の広報を吹き込んだ
テープをお配りしています。
< お申込 >　最寄りの社会福祉協議会

毎月第３土曜日に行っています。
< 日　時 >　12月19日（土）　午前10時～午後3時
< 場　所 >　御坂農村環境改善センター
< 参加費 >　1,390円（お弁当代含）　12/11締め切り
ちょっと早いクリスマスを一緒に楽しみませんか？
ボランティアスタッフも募集中！！
< 主　催 >NPO法人　笛吹市障がい者を支える会ありがとう
< 詳細・お申込 >　支援センターふえふき
☆１月からの日程はお問合わせください。

笛吹中央病院理学・作業療法士の先生による体操や体を
使ったレクリェーションを行います。みんなで楽しく体を
動かしてみませんか？
< 日 時 >　① 平成 21年12月18日（金）
　　　　　  ② 平成 22年 1 月22日（金）
　　　　　　　午前 10時～午前11時30分
< 場 　所 >　① いちのみや桃の里ふれあい文化館　　　　　
　　　　　 　② 八代福祉センター 
< 対　象 > 市内の障がい者・障がい者施設利用者。
< 参加費 > 無　　料 
< お申込 > 支援センターふえふき12/15（火）締め切り

障害者歩行訓練教室開催

声の広報発行

土曜学校開催

コンタクトパーソン育成講座

知的障がい者・精神障がい者、認知症高齢者の地域生活、
活動支援の一環として、本人に寄り添って申請手続き、
契約の代行・代理、財産管理などを行うコンタクトパーソン
の養成講座を開催します。興味のある方の応募をお待ち
しています。
< 日　時 >　平成 22 年1月13・14・15日（水・木・金）
　　　　　　午前 9 時～午後 5 時
< 会　場 >　笛吹市御坂福祉センター
< 対　象 >　笛吹市在住または笛吹市民を支援していた

　だける方
　　　　  　福祉サービス事業者職員
< 参加費 >　2,000 円
< 定　員 >　30人   12/25（金）締め切り
< 詳細・お申込 >　支援センターふえふき　　　　　　　　
★< 問合わせ先 >★
障害者地域活動支援センター「ふえふき」
笛吹市石和町市部４４８
TEL・FAX）055-263-1777/055-263-1769

点訳サービス

視覚障害をお持ちの方への情報提供のために点字
資料をお作りしています。
< お申込 >　支援センターふえふき

す。

支援センター「ふえふき」通信
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