写真 12月18日 いちいの里にて

いつも近くに！ 〜社協ってなぁに？〜
12月18日Fに、山形村福祉のつどいを開催しました。
今年度は、地域の皆さんに社会福祉協議会について知ってい
ただくことを目的に、様々な企画やブースをつくりました。
詳しくは１・２ページをご覧ください。
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社会福祉法人 山形村社会福祉協議会

12月18日Fに、保健福祉センターいちいの里デイルームにて
「山形村福祉のつどい」を開催しました。
「こどもコーラスTanpopo」の皆さんによるオープニングコ
ーラスではじまり、会場にきれいな歌声が響き渡りました。
つづいて、福祉活動功労者、福祉活動協力者へ社会福祉協議会会長表彰がおこなわれました。長年民
生児童委員を務めていただいた皆さんやご寄附をいただいた方々へそれぞれ表彰状、感謝状が授与され
ました。
■福祉活動協力者

■福祉活動功労者
●宮沢

勲 様●横水美佐子 様●堤

洋子 様

●熊谷 久子 様●住吉 すみ 様●森井 英子 様

●古川寺観音奉賛会 様
●昭和40年山形中学校卒業生

●神通川長子 様●土田 朋子 様

還暦を祝う会 様

また、昨年好評であった「みんなの絵画展」では、やまのこ共同保育園の年長さんや、山形村近隣で
学んでいる方や就労されている方の作品を展示しました。
障害者就労やコミュニティビジネス等に取り組んでいるぽぽねっと企画では、ガーデンぽぽねっとに
て育てた菊芋の試食・販売等をおこないました。
この他にも、手打ちそばのチャリティー試食会、日赤奉仕団の皆さんによるバザー、しゃぼん玉塾の
皆さんによる物品販売等がおこなわれ、大盛況でした。

松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科の白戸洋教授を講師にお招
きし、「こんなに使える社協」と題して講演会をおこないました。
「地域福祉とは何か」「社協とは何か」について松本大学や山形村社会福祉
協議会にて取り組んできた事例をもとに分かりやすく講演していただきました。
現在までに、社会福祉協議会の部会活動『ぽぽねっと企画』にて大学と一緒に取り組んできたコミュ
ニティビジネスには、「むかご」「ブルーベリー」「ひまわり」「フランス鴨」等があります。これらを通
して地域の資源を活かして地域の活性化や障害者就労等につなげようと研究してきました。
「意識は行動を変えない。行動は意識を変える！」「これからは一人で生きていくことが難しい時代で
ある」等の教授の言葉を聞き、誰もが住みやすい地域を目指して、これからも地域の皆さんと一緒に取
り組んでいきたいと思います。
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「地域の皆様にもっと福祉のことや介護のことを知ってもらいたい」
、
「地域の皆様の力になりたい」との思いから、社会福祉協議会の各
事業所でさまざまなブースを開設しました。
デイサービスセンターいちいの里では、「誰でもできるリハビリ
体操」をテーマに来館者の皆様に介護予防体操を紹介しました。最
近、「脳トレ」という言葉が流行しているためか大勢の方々が訪れ、
難しくも楽しいトレーニングを体験されていました。
また、ホームヘルパーステーションいちいの里は「家庭介護コーナー」を開設し、福祉用具や介護食
の紹介をしました。なかでも介護食の試食コーナーには大勢の方々が足を運んでくださり、高齢者の身
体の状態に合った４種類の介護食を試食されました。試食された方々からは「なかなか食べる機会がな
い、めずらしい食事を食べることができた」「それぞ
れ美味しい」との感想が聞かれました。
その他にも介護相談コーナー、介護浴槽の体験コ
ーナー等を開設しました。社会福祉協議会の地域に
おける役割や施設の機能を知ってもらう良い機会と
なりました。
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今年度のボランティア養成講座は、ふれあい寄席でもおなじみの古今亭
菊生師匠を講師にお招きし、全５回の落語講座を開催しました。
７名の受講生は、落語の噺や所作を師匠から学び、12月の福祉のつどい
と２月のボランティア活動発表会で練習の成果を発表しました。
福祉のつどいでは初めての大舞台ということで、皆さん緊張していたよ
うでしたが、終わった後には客席から盛大な拍手が送られ、笑顔がこぼれていました。
ボランティア活動発表会では、慣れた様子で落語を披露されていました。

この発表会が終わった後に、さっそく老大山形会からボランティアの依頼がありました。今後は地区
のサロンでも落語を披露していただく予定です。

山形家すまいるさん

山形家菊香さん

山形家菊松さん

山形家志角さん
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山形家平りんさん

山形家邦太郎さん

山形家和喜さん
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２月５日Fに、デイサービスセンターいちいの里デ
イルームにて、「ボランティア活動発表会」が開催さ
れました。
３年目となる今回は、５団体の掲示発表と、７団体
のステージ発表が行なわれました。
子ども向けの活動を行なっているグループの皆さんは「リトルシアター」
として、人形劇やパネルシアター、紙芝居の発表を行ない、集まった子ど
もたちは出てくるキャラクターに笑ったり、時にはドキドキしたり、一緒
に楽しんでいました。
ステージ発表では、日ごろの活動の様子を映像で紹介する団体や、録音した演奏
を流して発表する団体もありました。「フラダンスサークル」は日ごろの練習の成
果を披露してくれました。
また、落語講座受講生の山形座の皆さん
による落語会や、山形座の師匠 古今亭菊生
師匠の落語会も行なわれました。
発表会が終わり、さっそく各ボランティ
ア団体への依頼が舞い込んできています。
ボランティアセンターでは、今後もさら
にボランティアの輪が広がっていくようサ
ポートしていきます。

恒例になりつつある「たてべ子どもひろば」を１月５日Cに開催しました。
小学生23名、地域の方や学生のボランティアさんが大勢参加され、今回は
午前に食事作りを行ない、午後は遊びを中心としたにぎやかな時間を過ごし
ました。
食事作りでは地域の方に寄付していただいた野菜やもち米を使い、それぞ
れ分担して野菜の皮むき等、ボランティアさんの協力を得ながら手際良く準
備をしました。
もちつきでは子どもたちが順番にきねを持
って力強くつき、形になっていくおもちに期
待が膨らみました。ついたおもちはきなこ、
ごま、くるみ、大根おろしと４種類の他に、
かわいらしい鏡餅を作り良い記念になりました。
お昼にはつきたてのおもちと具沢山の豚汁
とともに、ボランティアさんが作ってくださ
ったごぼうサラダもおいしくいただきました。
午後はコマ回し、紙を使っての遊びや書道など、子どもたちがそれぞれに遊
びを選びました。どんぐりを使って自分で手作りしたコマで遊ぶ子やベイコマ
に挑戦する子、紙を使って飛ばす遊び「フライングペーパー」では風もなく上
手に飛ばすことができ、自由に元気良く楽しんでいる様子でした。
書道は先生を招いてご指導をいただきながら、一筆、一筆集中して課題を仕
上げていました。
冬休みのたてべ子どもひろばは一日という開催ですが、協力して食事作りから始まり、思い思いの遊びを体
験し、ギュッと内容が詰まった冬休みの貴重な思い出になりました。
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各地区で分館社会部と社会福祉協議会の主催による、地域ふれあい交流事業を
行ないました。その様子をご紹介したいと思います。

１月23日Gに「下大池新春区民のつどい落語会」が開催され
ました。
お子さんから年配の方まで下大池の区民が大勢参加され、客席が埋め尽くさ
れる程の賑わいをみせました。
落語会では古今亭菊生師匠と、前座の柳
家さん市さんによる落語を聞き、笑いが沸
き起こり皆さん楽しまれていました。
新春ということもあり、落語会の後はお年玉抽選会を行ないました。
古今亭菊生師匠が司会をつとめてくださり、師匠のサイン色紙も含
め豪華景品目白押しで盛り上がりました。
皆さん大いに笑い、大いに楽しみ、充実した時間となりました。
だいしょうだんかい

２月６日Gには小坂冬の大笑暖会を開催し、名物デコ弾きで有名な
「めおと楽団ジキジキ」さんをお呼びしました。
皆さんがよく知っている音楽を面白くアレンジされており、盛り沢
山の内容でたっぷりと聞かせていただきました。
そしてデコ弾きこと おでこ でピアニカを弾く技やギターの演奏
など、迫力のあるステージに、会場一体が笑いと感動に包まれました。
幅広い年代の方が大勢集まり、皆さんも一緒にステージに参加され、
笑いの絶えない時間を過ごしました。

３月６日G下竹田ふれあい寄席を開催しました。
おなじみの古今亭菊生師匠にお越しいただき、落語を二席と前座
は落語講座受講生の「山形家すまいる」さんによる落語一席を聞き
ました。皆さんあっと言う間に落語の世界へ吸い込まれ、聞き入ら
れていました。
豪華景品が当たる抽選会も行ない、古今亭菊生師匠の色紙や手ぬ
ぐいは大好評でした。
このように各地域では落語会等のイベントが定着してきていますが、
これからも地域の皆さんが楽しめる場、交流の場を提供し、皆さん
と一緒に地域づくりや地域の方の和を広められるように考えていき
たいと思います。

この他にも地域にて様々なイベント・企画を行ないました。
HPの「ボランティアコーディネーターの小部屋」にて紹介しておりますので是非ご覧ください。
HPアドレス

http://poponet-yamagata.or.jp/
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・クリスマス会
12月21日から23日までクリスマス会を
行ないました。職員が「あ
わてんぼうのサンタクロース」や「賛美歌」を歌い、皆で一生懸
命練習をしたハンドベルにて「きよしこのよる」を演奏しました。
利用者さんにも一緒に歌っていただきました。後半はビンゴゲー
ムで盛り上がりました。また、23日のみＪＡの女性部の皆さんで
結成された「アロハ21」の皆さんによるフラダンスを鑑賞しました。
・新年会
１月11日から13日まで新年会をしました。はじめに鈴やタンバ
リンを使い「一月一日」を演奏しました。今年は５、６人のグル
ープで「すごろく」や「かるた」を楽しみました。となりの方と
話をしながら皆さん楽し
んでいらっしゃいました。
・節分会
２月１日から３日に節
分会を行ないました。節
分にちなんだレクを楽し
み、最後にみんなで「甘
納豆」を蒔きました。みんなで食べる「甘納豆」はおいしか
ったです。

﹁
雪
だ
る
ま
﹂

手作業レクもがんばっています！
１月は羽子板の羽の塗り絵、２月は紙を丸めて作った雪だ
るま、３月は折り紙やはながみで作った花を使った貼り絵を
作成しました。また、自分で塗った「塗り絵」を使ってカレ
ンダーの作成もしました。皆さん熱心に取り組まれています。

１月●新年会
●誕生日会
２月●節分
●誕生日会
３月●ひなまつりイベント
・ 二胡コンサート
・ 管楽器アンサンブル
・ 落語会
●誕生日会

﹁
お
ひ
な
さ
ま
﹂

４月●お花見
●誕生日会
５月●外出
●誕生日会
６月●誕生日会
見学等随時受け付けております。
ぜひ足を運んでみてください。
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２月15日、23日に古畑先生をお招きし、新春お茶会を
開催しました。
いつも賑やかな建部の里もこの時ばかりは静粛に、皆さ
ん神妙な面持ちで順番を待ちます。
はじめに先生から裏千家にまつわる説明をしていた
だき、お茶の世界の奥深さにうなづく姿も見られました。
先生がお茶を点ててくださると、先生の指先、茶筅
の音に集中し、とてもいいお茶の香りが和室に漂って
きました。和菓子をいただいた後にいよいよお茶が運
ばれてきますが、若草色のお茶はそれぞれの個性ある
茶器にひきたてられ、一層味わい深いものになりました。
少々緊張気味の皆さんでしたが、「あまりかしこまらずにどうぞ…」との先
生の一言で「ニコッZ」
「クスクスZ」と緊張がほぐれ笑顔もみられました。
日本の伝統文化に少しだけ触れることが
できたひとときでしたが、美味しいお茶に「お
かわり…Z」も出て皆さんにとても喜んでいただけたお茶会でした。

４月の行事
・お誕生日会
・お花見

５月の予定
・お誕生日会
・外食

山形小学校児童会よりシルバーカーとバランスクッションをい
ただきました。このシルバーカーとバランスクッションは「グリ
ーン委員会」が中心となり、アルミ缶を回収した収益金で購入し
ていただきました。
さっそくデイサービスを利用されている方に使っていただきま
した。シルバーカーについては「明るい色で元気になる」「高さが
調節できて使い勝手がいい」。バランスクッションについては「こ
んないいものがあるなんて知らなかった。これからも体操を頑張
ります」と話されました。
大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

4月25日（月） 9：30〜13：00 上竹田公会堂にて
誰でも参加できます。詳しくは HP をご覧ください。
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平成22年度／山形村社会福祉協議会会費（賛助・特別）納入結果
社協会費の納入にあたりましては、皆様より温かいご協力をいただき、誠にありがとうございまし
た。心よりお礼申し上げます。
●山形村社会福祉協議会／賛助会員会費（１口／3,000円 平成23年３月16日現在）

賛助会員数

62人

加入口数

73口

●山形村社会福祉協議会／特別会員会費（１口／10,000円 平成23年３月16日現在）
本年度納入口数／（47口）
５口

㈱小林創建

４口

ＪＡ松本ハイランド山形支所

㈱ヤマジン

３口

㈱オーイケ

２口

森井自動車㈱

１口

山形村商工会

サンリン㈱

平沢土建㈱
㈲丸八種苗園
㈲佐和工業
㈲親和住宅
山形協立診療所
そば処かみじょう

㈱丸五山形食品
㈲横水石材店
㈱ハートウェル長野店
㈲花岡電子
㈱美野里
㈲山辺鉄工所

㈱川上建設
㈲タカヤマ住設
天理教信濃山形分教会
横山医院
小林自動車
松本信用金庫山形出張所

㈱井上アイシティ21店
日清医療食品㈱
㈱籠田工務店
宮原医院
㈲びーと
㈲竹田の里 （敬称略）

【平成22年４月１日以降／敬称略】

○村内下竹田匿名希望
木製パズル
○山形小学校児童会（グリーン委員会）
シルバーカー１台、バランスクッション1個
○前島登喜恵
表彰状用額
○金子智久
超音波ネプライザー１台
医療用吸引器 1台
○村内上大池匿名希望
箸作り作業台
○村内上竹田匿名希望
玩具（電車セット）
○下川初雄
車椅子 1台

○昭和40年山形中学校卒業生還暦を祝う会
○村内小坂匿名希望
○古川寺観音奉賛会
○村内小坂匿名希望
○山形村赤十字奉仕団
○村内上大池匿名希望
○鶴見祐美
○籠田清江
○宮地完行

合計302,603円

去る３月11日に発生した地震による被災地及び被災者の福祉支援のために、
「義援金受付窓口」を村内
２箇所に設置いたしました。つきましては、住民の皆様には本趣旨をご理解いただきますと共に、ご協力
とご支援をお願い申し上げます。

義援金設置窓口

受付時間

■山形村役場庁舎内（毎日）
8：30〜17：15
■保健福祉センターいちいの里／山形村社会福祉協議会事務局内（月）〜（金）の祝祭日除く
（社協広報／第51号）平成23年３月25日発行
●発行所 社会福祉法人

山形村社会福祉協議会（山形村保健福祉センターいちいの里内）

〒390-1301 長野県東筑摩郡山形村4520番地の1

!0263（97）2102

FAX0263（97）2108

「まほろば」に載せきれなかった記事についてはホームページに掲載されていますので是非ご覧ください。

●

この印刷物は植物油インキおよび
再生紙を使用しています。

7

