小布施町社会福祉協議会

平 成 27 年 6 月 20 日（第 77 号）
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ボランティアセンター情報の広場
＊ボランティア情報＊
夏祭りボランティアしませんか
町デイサービスセンターでは、毎年恒例の夏祭りを開催します。
ご利用者さんと一緒にゲームを楽しみ、模擬店のお手伝いをして夏祭りを盛り上げていただ
けるボランティアさんを募集しています。一緒に夏を楽しみましょう。
日

時

：8 月 6 日（木）
・8 月 7 日（金）

午後 1：30～3：30

集合場所：千年樹の里 健康福祉センター
内

容

：模擬店やゲームのお手伝い、車いす・歩行介助

募集人数：各 15 人
申込締切：7 月 24 日（金）

有償くらし安心サポート
“福ちゃん”

町報・社協報音訳 CD 利用のご案内
ボランティア団体「そよ風の会」のみなさん

“福ちゃん”では、日常の困り事をお手伝

が、町報（毎月発行）や社協報（年 6 回発行）

いしてくださる協力会員を募集しています！

の音訳 CD を作成し、貸し出しを行っています。

気軽にできる支え合いの活動です。

目の不自由な方、高齢や病気で細かい字を読む

また、概ね 65 歳以上の方・障がい者の方で、

ことが困難な方、福祉施設など、みなさんのご

家族が近くにいない、身近に協力者を見つけ

利用をお待ちしています。

られない方で日常生活に心配ごとや困りごと
がある方はご相談ください。

まちとしょテラソでも
貸し出しています。

ボランティアセンターイベント情報

ボランティア養成講座
多様な障がいの特性を知ろう！

発達教室「ほっぷすっきぷじゃんぷ」
多様な障がいの特性、障がいのある方への

開催日時：6 月 29 日（月）
・7 月 27 日（月）

必要な配慮、障がいの有無に関わらず、とも

午前 10：30～11：30

に生きる社会のあり方などを理解し、障がい
のある方に対し、ちょっとした手助けや配慮
布切りの会

を実践できるよう開催します。

開催日時：毎月第 3 水曜日
午前 10：00～11：30

日時：7 月 11 日（土）午前 10：30～12：00
場所：千年樹の里 健康福祉センター
講師：長野県障がい支援課職員

ボランティアセンターへのお問い合わせは
☎026-242-6665 まで
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催し物のお知らせ

介護講座

～在宅介護が不安な方のために～

住み慣れた家で、安心して暮らし続けていただくために、在宅での介護が不安な方や地域での
ボランティア活動に関心のある方を対象に開催します。
☆日

時：７月２１日（火）午後１：00～４：00

☆参 加 費：１００円

☆場

所：千年樹の里 健康福祉センター サークル室

☆募集人数：１５人

☆内

容：認知症の高齢者についての理解、衣類等の

☆申込期限：７月１４日（火）

着替え方法、オムツの種類を学ぶ、
介護食について(とろみ剤の使用方法など)

男性の料理教室（第１回）

～料理で酌み交わそう～

男性でも簡単に作れる“晩酌に合う献立�を作りながら料理の楽しさを知っていただき、日常
生活に役立ててみませんか？男性同士、交流も深めましょう。
☆日

時：７月２３日（木）午後４：００～７：３０

☆場

所：千年樹の里

健康福祉センター調理実習室

☆参 加 費：1,500 円

☆対 象 者：男性（６５歳以上）

☆募集人数：２０人

☆献

☆申込期限：７月１6 日（木）

立：晩酌に合うメニュー
※お酒の用意もあります

☆持 ち 物：エプロン、三角巾

新人紹介 デイサービスセンター
デイサービスセンター 新人紹介
安藤 好
安藤 好

①出身地はどこですか？
①出身地はどこですか？
②小布施町の印象は？
②小布施町の印象は？

①高山村 ②美味しそうなお店がたくさんあり、行きたくな
②美味しそうなお店がたくさんあり、行きたくな
①高山村
ります。
ります。

①高山村 ②進学して
②進学して 4
①高山村
4 年間県外にいましたが、数年で大通
年間県外にいましたが、数年で大通
りなどが様変わりしていて驚きました。

西原 秋名
西原 秋名

藤沢

唯

①高山村 ②食べることが大好きな私にとって小布施町はとて
②食べることが大好きな私にとって小布施町はと
①高山村
ても魅力的です。栗の収穫期が楽しみです。
も魅力的です。栗の収穫期が楽しみです。

①長野市 ②
①長野市
②北信五岳がきれいに見えていますね。沢山の花
や緑に囲まれ気持ちが良いです。

小山美和子
小山美和子

藤沢 唯

土屋 直子

土屋

直子

①佐久市 ②栗の花を初めて見てびっくりしました。匂いも独
②栗の花を初めて見てびっくりしました。匂いも
①佐久市
独特ですね。
特ですね。
。
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平成 26 年度

主な事業報告

福祉基金事業

地域支援事業

介護保険利用料の助成
低所得者が受けた居宅サービス利用料

IADL 訓練事業（男性の料理教室）
調理をする機会の少ない男性を対象に料

（１割負担）の５０％を助成。

理教室を開催。

（対象者 45 人）

（計 3 回

在宅介護支援金の給付

参加者延べ 44 人）

ひとり暮らし高齢者交流会（なごみ会）

重度要介護高齢者、重度心身障害者を在

旅行やエンディングノートの勉強会、民

宅で 6 ヵ月以上介護されている方に給付。

生委員さんとの交流会を開催。

（対象者 82 人）

（計 4 回

おむつ給付サービス

参加者延べ 124 人）

常時おむつを必要とする対象者に１ヵ月
4,500 円分のおむつ券を給付。
（対象者 91 人）
ボランティア講座の開催
様々な世代に社会福祉協議会を知ってい
ただくきボランティア活動につながるよ
う講座を開催。
・押し花アート教室（参加者 15 人）
お茶のみサロン

・ふわふわラベンダーボールを作ろう

生きがいを持って生活していただくた

（参加者 65 人）

め、地域で気軽に集まりながらお茶のみ

小布施の恋活

を行うサロンを開催。

町内在住を中心とした独身男女に、結婚

上町、中扇、栗ガ丘、押羽、六川、

に向けての出会いの場としてパーティー

中子塚の 6 カ所

を開催。
参加者 90 人（男性 45 人、女性 45 人）

高齢者在宅支援事業

マッチング件数 13 件、成婚 2 件

生きがい福祉バス運行サービス
常時車いすを使用している対象者の通
院、通所、外出を支援するため、福祉車
両での送迎を行う。
（利用実人数 60 人 延利用回数 255 回）

悩みごと相談事業
結婚相談センターの開設

有償くらし安心サポート“福ちゃん”

結婚を希望する登録者からの相談や、お

「困った時はお互いさま」の気持ちを

見合いのセッティングを行う。
登録者 39 人

基本とした住民同士の支え合い活動。

相談件数 119 件

お見合い件数 6 件

利用会員 17 人、協力会員 42 人

成婚件数 2 件

延活動回数 167 回
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介護保険事業

共同募金配分金事業

居宅介護支援事業（ケアマネジャー）

厚生団体等の活動を助成
4団体へ助成金を交付

在宅生活を続けられるよう適正なケアプ

お達者だよりの発行

ランを作成する。
訪問介護事業（ホームヘルパー）

年 4 回発行

利用者さん宅へ訪問して、家事援助や身

ふれあい小さな旅

体介護を行う。

普段外出する機会の少ない障がい者やそ

通所介護事業（デイサービス）

の家族同士の交流を図るための旅行を実

利用者さんを日中デイサービスセンター

施。（参加者 20 人）

にお迎えして食事や入浴サービスを提供
する。
福祉用具貸与事業
電動ベットや車いすの貸し出し。

決算報告

収入

2 億 6,992 万 4,174 円
障害者総合支援費
1,566,620円 （0.6％）

用語の説明
【収 入】
みなさんからご協力いただ
いている会費
寄付金
みなさんからお寄せいただ
いている寄付金
補助金・助成金
町受託事業の人件費等
受託金
町受託事業の事業費
共同募金配分金
赤い羽根共同募金の配分金
事業収入等
事業参加費、利用者負担金
介護保険報酬
介護保険事業の収入
障害者総合支援費 障害者総合支援事業の収入
会計単位間収入
福祉基金事業実施に係る特
別会計からの繰入金
その他収入
積立預金取崩収入等
前期繰越金
前年度からの繰越金

会計単位間収入
11,970,635円 （4.4％）

会費

支出

介護保険報酬
124,259,340円
（46.0％）

その他収入
44,429,631円
（16.5％）
前期繰越金
51,586,925円
（19.1％）

事業収入等
1,839,086円
（0.7％）
共同募金配分金
895,452円
受託金
（0.3％）
8,627,848円
（3.2％）

会費 3,131,000円 （1.2％）
寄付金 304,737円 （0.1％）
補助金・助成金
21,312,900円 （7.9％）

2 億 1,520 万 4,629 円
介護保険事業
116,522,494円
（54.1％）

次期繰越金（収支差額）

法人運営
64,834,773円
（30.0％）

資金貸付
198,400円
（0.1％）
共同募金配分金 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成
985,452円
5,490,000円（2.6％）
（0.5％）
福祉基金
障害者・ひとり親
12,496,610円 家庭等支援
（5.8％）
1,242,800円（0.6％）

5,471 万 9,545 円

地域支援
1,581,600円 （0.7％）
高齢者在宅支援
9,844,000円 （4.6％）
独り暮らし高齢者等支援
1,410,500円 （0.7％）
悩みごと相談
598,000円 （0.3％）
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【収支差額について】
平成 25 年度末で 5,158 万 6,925 円
の繰越額があり、平成 26 年度の
313 万 2,620 円増加分を含めた額
です。

行事報告①

北信五岳に囲まれて
行き先は飯綱町の天狗の館。霊仙寺湖の湖畔まで緑におお
われた山道を行くと、バスに乗ったままでも森林浴気分です。
三段重ねのお弁当をいただいた後は、売店で買い物を楽し
んだり、テラスに出てかわいいアルパカと触れ合ったり、喫
茶コーナーで歓談したりと、みなさん思い思いにゆったりと
過ごされました。帰りの車内では「静かな湖畔」などを輪唱
しながら、楽しくにぎやかに小布施に帰って来ました。
（いきいきサロン外出事業）

しょうぶ湯で厄払い
大きく育ったしょうぶとよもぎを前に「今日はしょう
ぶ湯か」と入浴を待ち望む声。ある方はやわらかいしょ
うぶの葉をくるくると丸め『プー♪プー♪』と草笛に。
「わらの屋根にしょうぶとよもぎを差して 4 日しょう
ぶが枯れるほど天気になればいい。6 日しょうぶが生き
返るほど雨が降ればいい と言ったもんだ」と思い出話
をされていました。（町デイサービスセンター）

地域の方や利用者のみなさんのご好意で
たくさんのしょうぶご提供いただきまし
た。ありがとうございました。

☆ なぜ、しょうぶ湯？
しょうぶ湯の由来は、古代中国までさかのぼります。
古くから薬草としてしょうぶを利用していた中国で、しょうぶ湯は漢方の湯治療の１つでし
た。また、しょうぶは邪気を払うといわれており、しょうぶ酒を飲むなどして邪気を払ってい
ました。

☆ しょうぶ湯の効果効能
・血行促進・腰痛・神経痛・冷え性・筋肉痛・リュウマチ
・肩こり・リラックス効果
その香りで心身ともにリラックスできて
お風呂につかることで血行が良くなる。
つまりは、痛みをともなう諸症状を和らげることができます。
※よもぎを入れるとさらに効果的です。
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行事報告②
4 月 25 日・26 日

小布施の恋活で

婚活イベント

たくさんの出会いが生まれました！

リポート

八重桜満開の４月２５日（土）、２６日（日）、埼玉の女性をお招きした婚活イベント「春爛漫♪桜の花
咲く小布施の恋活 vol.3」を、町内で行いました。町内在住の男性を中心に２９名の男性陣が、読売旅行
さいたま営業所のツアーに申し込まれた１９人の女性と出会いを見つけました。
１日目は町内散策とウェルカムパーティー。初対面のぎこちなさも、観光ガイドさんのサポートのお陰
で和やかな町歩きとなり、フローラルガーデンでのパーティーは
あっという間に時間が過ぎました。
２日目は小布施総合公園デイキャンプ場でのバーベキュー大会。
絶好のバーベキュー日和の中、準備・火起こしからきめ細やかな
おもてなしまで、男性陣が大活躍でした。
そして２日間のクライマックスは、カップリング発表！
10 組ものカップルが成立しました。愛を育んでいただき、
素敵なご報告をお待ちしています。
【参加者の声（アンケートから）
】
今回カップルになれてとても嬉しいです。本当に良い方でした。
次回も同じような企画が開催されることをお祈りします。

２日間、ありがとうございました。
町ぐるみで婚活に力を入れているの

年に何回か、こういうイベント

が良かった。また改めて秋にゆっくり

があると、チャンスが増えてい

と小布施に来たいです。

いと思います。

大好評の
浴衣婚活！
今年もやります

大人の夏祭り！浴衣で探す赤い糸

小布施の恋活 vol.4

◆日

時

８月８日（土）午後５：００～８：００（受付 午後４：００～）

◆場

所

フローラルガーデンおぶせ・OBUSE 花屋

◆参 加 費

男性５，０００円 女性３，０００円

◆対 象 者

男性…小布施町在住または近隣在住の独身の方
女性…独身の方（住所不問）

◆参 加 定 員

男女各３０名

◆申 込 締 切

７月２４日（金）

お申込み・お問合せは

計６０名（応募多数の場合は抽選）

小布施町社会福祉協議会（ＴＥＬ２４２－６６６５）
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現在 88 歳。
「平成 11 年に横浜から小
布施に引っ越して来ました。幼少時代は
豊丘（須坂市）で育ち須坂園芸高校（旧
農学校）を卒業、その後すぐ（昭和 19
年）満州の拓殖公社に就職し、昭和 20
年８月にロシアの捕虜となり１年半を
過ごしました。中国語が話せた甲斐があ
り何とか日本に帰って来れました」と、
戦時中のことをお話ししてくれました。
奥様を亡くされてから
17 年余りお一
奥様を亡くされてから１７年余りお
人で暮らしています。
持病があるようで
一人で暮らしています。
持病があるよう
すが「自分の力で！」と自分を励まし、
ですが「自分の力で！」と自分を励まし、
収穫できた野菜を栗どっこ市などに出
荷しています。
「毎日の日記と三度の食事作りは欠
かさず行う」と、収穫直前のズッキーニ
を前に満面の笑顔で取材に応じてくだ
さった町のお元気さんです。

FAX 026-242-6696

ホームページ URL

http://obuse-shakyo.org/
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E-mail:o-shakyo@stvnet.home.ne.jp

歌詞

TEL 026-242-6665

一句

社会福祉法人小布施町社会福祉協議会（千年樹の里 健康福祉センター内）

～ひらめいて楽しく～

わ が郷土
越 保博（林）
朝昼夕に
仰ぎ 見る
北信五岳
雄々しき姿
気高 く常に
われらに語る
生きる喜び
尊さを

田畑潤し
穏やかに
岸の草木と
語らいながら
母なる海へ
ゆったりゆたり
清き 流れの
千曲川

青空高く
水澄みて
人情厚く
活気にあふれ
伝統文化
継承しつつ
明日へ羽ばたく
花の里

丹精込めし
肥沃の地
光と風と
緑のなかで
花に野菜に
米果物が
豊かに実る
わ が郷土

投稿随時お待ちしています

千年樹の里健康福祉センター内に用意した応募箱に投函いただ
くか、ハガキ・ファックス・メールで応募ください。
（掲載された方には粗品をお届けしますので住所・氏名・電話番号
を明記してください）
《あて先》〒３８１―０２０１ 小布施町大字小布施８６０―イ
小布施町社協 社協報係

発行者

