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第３回 魚沼市ボランティア大会

　魚沼市ボランティアセンターと魚沼市ボランティア連絡協議

会が共催して、今年で 3回目を迎えた「魚沼市ボランティア大

会」が、11 月 13 日（火）に魚沼市地域振興センターで開催

されました。

　当日は 317 名の方からご参加いただき、「ささえ合う気持ち

広げよう笑顔あふれるまちづくり」をスローガンに、小中学校・

ボランティア団体による活動紹介、全国に「地域の茶の間」等

のサロン活動を広めた河田珪子さんによる基調講演、交流会と

して各地区から踊り、三味線等の発表がありました。

　総合学習でボランティアに取り組んだ宇賀地小学校の子供た

ちからは、「ボランティアを通じて、福祉の意味や大切さを肌

で感じました。」「特別養護老人ホーム うかじ園への訪問や高

齢者の疑似体験を通じて、高齢者や障害を持つ方の気持ちがわ

かったし、物だけでなく心のバリアフリーも必要だと思いまし

た。」と発表し、最後に総合学習で学んだ手話を「ふるさと」

の歌詞に合わせ披露していただきました。

　堀之内中学校の生徒からは、ボランティア活動を通して生徒自身が得たことを話していただき、各地区の

ボランティア代表からは日頃の地道な活動発表があり、参加者も感銘を受けていました。

　「支えあいの地域づくり」と題した河田さんの講演では、「これまでと違う社会の到来が、私たちの暮らし

に大きな変化をもたらした。」と指摘し、市民相互の助け合いのシステムやサロン活動等の必要性を話してい

ただきました。

　参加者からは「市民相互の助け合い活動は大変勉強になりました。」「日々のボランティア活動の大切さを

再認識しました。」等の感想が寄せられました。

　また、この大会以外にも各地区ではボランティア交流会が開催されました。

河田珪子さんによる基調講演

「建具直しの会」佐藤一男さん 「江口茶の間の会」山本スミイさん
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各地区のボランティア活動紹介

　平成１３年６月２８日に地域の区民会館
を会場にして「なごみの会」を開設してか
ら今日に至っています。
　年度初めに年間計画を皆さんに渡し、毎
月１回茶の間の会を開いています。若い時
に沢山苦労してきた年代の集まりですので、
足腰が不自由な方達が多く、季節や天候に
よってメンバーは異なりますが、自分の体
調に合わせて参加するように呼びかけてい

ます。スタッフ１０名を加えて３０名前後が毎回集まります。
二ギ二ギ体操やおしゃべり通信は毎回のメニューですが、他
にビンゴゲーム、手芸、他所から招く津軽三味線の観賞等で
楽しみ、誰にも遠慮なく大きな声でおしゃべりできる茶の間
です。尚、スタッフの協力が大きくその都度、手料理や漬物
を持参してくれますので、その事も話題になりとても賑やか
です。
　３月の集会で反省し次年度への参考にしています。

堀之内地区

なごみの会
（平澤キクさん）

　合併に伴い「魚沼市手話サークル」と名
称を改めました。発足して１５年程になり
ます。
　昨年は「ふれあい福祉フェスティバル」
や「ボランティア大会」、小学校への手話指
導、また、小出郷文化会館で行われた新潟
県聴覚障害者協会主催（主管・小千谷市ろ
うあ者協会）の「耳の日記念のつどい」に

ボランティアとして参加しました。
　今後は来年開催の全国障害者スポーツ大会「トキめき新
潟大会」に手話ボランティアとして参加したいと思います。
　今年はさらに地域に根ざした活動を行うためにも、地元
ろうあ者との生の手話（語らい）の場面を増やし、スキル
アップを図りたいと思っています。

小出地区
魚沼市手話
サークル

サロン事業
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　「寒いね」と話しかければ「寒いね」と応
える人のいる温かさ  俵万智の短歌ですが、
人は皆多くの人に支えられて生きています。
孤独は何よりつらいことで、人の温もりを
求めています。
　毎月２回の調理、配食ボランティアも、
楽しみに待っていてくださる方がいると思
うと頑張ることができます。

　ＪＡ女性部のボランティアは、あぶるま苑でのリネン交換や、春先の
花苗を植えるお手伝い、そして納涼大会でのアトラクション参加、入所

者の外出のお手伝いをさせていただいております。
　咲きそろった花を愛でることで皆の心が癒され、全員
輪になっての盆踊りで昔を思い出し、線香花火で夏を感
じる、共に楽しむ活動の中で、入所者のこぼれる笑顔に
ボランティアの方まで幸せをいただいております。

守門地区
ＪＡ女性部ボランティア
（大塚フミ子さん）

  入広瀬女性の会は、昭和２４年
に発足しており、会員相互の親
睦を図り、豊かな郷土を作るた
めの活動を助長発展させること
を目的としています。
　会の構成は、11グループ（69
名）と個人会員（14 名）の 83
名です。グループ活動は、陶芸・

生花・踊り・卓球等です。
　 会の事業計画に施設ボランティアがあります。グループや
個人で特養の寿和ホームで芸能及び作業ボランティアを通年しています。特に、納涼
大会では介助等で活躍です。
  また「親子ふれあいまつり」には協力依頼があり、全面的に協力しています。屋台（揚
げ物） 担当で汗だくですが、子どもたちの笑顔が見られてうれしいですよ。自分でも
できる・役に立てるのは喜ばしいことです。
  ボランティアは他のためではなく、自分のためにも続けていきたいことの一つです。

入広瀬地区
入広瀬女性の会
（浅井和代さん）

　毎週木曜日、午後から行って
いる給食ボランティア。配達サー
ビスです。集落ごとに分かれ年
４～５回、メニュー表をもとに
近所でもなかなか会うことので
きない人達と楽しく、そして食
べてもらう人の顔を浮かべなが
ら、美味しかったと言われるよ

うに心をこめて作っています。メニューにも季節の材料を使っ
た弁当であってほしいと思いますし、昨年の春から社会福祉
協議会の工夫により、弁当のかけ紙が変わり、それも楽しみ
のひとつになっているのではないでしょうか。
　年１回の班長会議では、意見交換などしながらコミュニケー
ションを深めています。そして私達の作ったお弁当を各家ま
で届けてくれる配達員さんにも感謝しています。

湯之谷地区
配食サービス
ボランティア
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ボランティア団体の紹介

ここでは、市内で活動しているボランティア団体の一部を紹介します。

あなたもボランティアに参加してみませんか？

地区 団　　体　　名 活　動　内　容

堀

之

内

ほりのうちボランティアの会 六花園施設ボランティア、招待昼食会、福祉バザー

よい子の読書会 本の読み聞かせ他

調理ボランティア ふれあい配食事業の弁当調理

配達ボランティア ふれあい配食事業の弁当配達、安否確認

雪おろしボランティアの会 除雪作業

朗読ボランティア 広報誌等の朗読・録音

原ふれあい茶話会 サロン事業他

まめだった会 サロン事業他

なごみの会 サロン事業他

城下お茶会 サロン事業他

寄らっしゃい サロン事業他

小

出

地域友愛ボランティアの会
１人暮らし・老人のみ世帯・障害者世帯への友愛訪問
ふれあい配食事業の弁当調理・配達、ミニ託老事業等

給食ボランティアの会 ふれあい配食事業の弁当調理、中学校総合学習、郷土料理づくり応援他

運転ボランティアの会 ふれあい配食事業の弁当配達

建具直しの会 要援護世帯の建具等の点検・修理

はつらつすみれ会 施設慰問活動、赤い羽根街頭募金協力

魚沼市手話サークル 学習会、小・中学校体験学習協力、手話通訳

さといもの会 こぶし会（１人暮らし老人集合会食会）昼食づくり・交流

つなゆだ（小出高校） ふれあい配食事業の弁当調理・配達、友愛訪問、街頭募金

録音・代筆ボランティアの会 広報誌等の朗読・録音・代筆等

湯

之

谷

給食調理ボランティア ふれあい配食事業の弁当調理

配達ボランティア ふれあい配食事業の弁当配達

朗読ボランティア 広報誌等の朗読・録音

収集ボランティア 古切手・ベルマーク等の整理

縫物ボランティア 介護用品等の作成

掃除ボランティア 「南山荘」清掃

施設調理ボランティア 給食調理

行事ボランティア 福祉関係行事ボランティア

デイサービスボランティア 話し相手、お茶だし等

工芸喫茶ボランティア 喫茶手伝い



平成 20年 3月 25日発行　魚沼市社会福祉協議会　ボランティアセンターだより　第２号　 6 平成 20年 3月 25日発行　魚沼市社会福祉協議会　ボランティアセンターだより　第２号  7 

地区 団　　体　　名 活　動　内　容

広

神

田中かたっこの会 サロン事業、施設ボランティア

つれづれの会 サロン事業、施設ボランティア

並柳ひまわりの会 サロン事業、施設ボランティア

金ヶ沢かたっこの会 サロン事業、施設ボランティア

守
門 守門ボランティアの会 ふれあい配食事業の弁当調理・配達、施設ボランティア

入
広
瀬

栃の実会 リサイクル、収集、施設ボランティア

入広瀬女性の会 リサイクル、イベント協力、施設ボランティア

市
全
域

魚沼市食生活改善推進員協議会 集合昼食会食事づくり、地域での食生活活動についての講習会等

民生委員・児童委員協議会 各施設作業奉仕、集合昼食会食事づくり、学校体験学習協力等

　 各地区のボランティア団体の代表が集まり結成された魚沼市ボランティア連絡協議会では各団体・グルー
プの連絡調整、グループ加入の促進、またボランティアの推進・発展を目的とした活動をしております。
　下記で紹介する方は、平成１８・１９年度の２年間、役員として各地区でご活躍された方々です。ご協力
ありがとうございました。
　また、4月からは新体制の下、ボランティア活動のより一層の推進を図っていきますので皆様のご協力を
お願いします。

会　　　　長 住　安　昭十郎

副　会　長 星　野　節　子

副　会　長 今　村　幸　子

地区代表（堀之内） 矢　野　幸　一

地区代表（小　出） 桑　原　定　治

地区代表（湯之谷） 佐　藤　アサノ

地区代表（広　神） 仲　丸　とし子

地区代表（守　門） 風　間　靖　子

地区代表（入広瀬） 山　本　義　治

推進委員（堀之内） 冨　所　福　三

推進委員（堀之内） 山之内　竹　子

推進委員（堀之内） 山　田　ヒロ子

推進委員（堀之内） 今　野　勝　吉

推進委員（堀之内） 小　林　勝　代

推進委員（小　出） 佐　藤　寿美子

推進委員（小　出） 阿　達　まり子

推進委員（湯之谷） 角　屋　典　子

推進委員（湯之谷） 米　山　尭　春

推進委員（湯之谷） 矢　野　晴　代

推進委員（湯之谷） 貝　瀬　昌　子

推進委員（湯之谷） 渡　辺　恭　子

推進委員（広　神） 関　矢　チエ子

推進委員（広　神） 水　落　恵美子

推進委員（広　神） 目　黒　綾　子

推進委員（守　門） 寺　島　千世子

推進委員（守　門） 佐　藤　キミイ

魚沼市ボランティア連絡協議会
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　ボランティアを始めたい、ボランティアグループなどの情報が知りたい、ボランティアを頼みたい・・・など、
ボランティアに関する相談や、ボランティアをより多くの方に理解していただくための広報活動を行っています。

魚沼市ボランティアセンターとは？

ボランティアセンターの役割

ボランティア
登録のお願い

ボランティアに参加してみませんか？
～ボランティア募集中！ 
　　　あなたの力を必要としています～

　 魚沼市ボランティアセンターでは、ボランティア登録者を随時募集しています。
ボランティアに参加したいけど、何をやったらいいのかわからない方、時間があるときに活動したい方、いろい
ろなボランティアを経験してみたい方には登録をおすすめします。自分のできること、得意なことを誰かのため
に活かしてみませんか？
　登録用紙は下記のボランティアセンター、社協各支所にあります。また、ホームページからもダウンロードで
きます。

ボランティアセンター
小出支所 ☎７９２－８１８１ 小出島１２４０番地２ 小出ボランティアセンター

堀之内支所 ☎７９４－４３００ 堀之内４３２７番地１ 堀之内社会福祉センター

湯之谷支所 ☎７９２－５２５２ 大沢２１３番地１ 市役所 湯之谷庁舎

広神支所 ☎７９９－３９９０ 田尻９６番地１ 広神老人福祉センター

守門支所 ☎７９７－４８８２ 須原５２０番地 市役所 守門庁舎

入広瀬支所 ☎７９６－２５４９ 大栃山６０４番地３ 入広瀬老人福祉センター やすらぎ苑

相談・紹介 情報収集・提供

支   援 普及・啓発

ボランティアセンターの
ご案内

ボランティア活動に関する相談や、
活動する方の登録、活動の紹介を

行っています。

活動に役立つ情報を広く収集し、
皆様に提供しています。

登録をしている団体及び個人に
対して活動を支援しています。
安心してボランティア活動をする
ための保険の紹介と、その手続き

を行っています。

 ボランティアの普及・啓発のため
の行事を主催、またボランティア
活動について広く理解を得るため
に「ボランティアセンターだより」

を発行しています。

センター前の掲示板 ボランティア総合受付の様子

ボランティア情報を掲載しています。
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ホームページの
開設について

ボランティアセンター・社協事業の紹
介をはじめ、ブログ形式によるボラン
ティアの活動報告など内容盛りだくさ
んです。アクセスをお待ちしています。

ホームページアドレス▶http://www.uonuma-shakyo.or.jp/

ボランティアセンター運営委員会

選出母体 氏　　名 所　　属

社会福祉施設関係者 山之内　　　宏
( 運 営 委 員 長 ） 魚沼更生福祉会

ボランティア関係者
桜　井　俊　幸 魚沼交流ネットワーク
住　安　昭十郎 地区ボランティア団体

行政関係者 角　家　一　郎 魚沼市役所 福祉保健課
経済関係者 穴　沢　文　子 ＪＡ北魚沼
福祉団体関係者 関　矢　靖　司 魚沼市老人クラブ連合会
社会教育関係者 上　田　眞　藏 魚沼市社会教育委員会
学識経験者 松　井　正　一 魚沼市民生児童委員協議会
ボランティア実践校 猪　又　悦　子 守門中学校

本会理事
星　　　正　二 社会福祉協議会理事
榎　本　愼　一 社会福祉協議会理事

事務局長 星　野　　　司
事務局員 渡　部　健　児

ボランティアセンター事務局

『第１７回 全国ボランティアフェスティバル にいがた』開催!!
　 人と人とのつながりが希薄になり、地域社会の絆が弱まっている今、ボラン
ティア活動が果たす役割への期待が高まっています。
　新潟県では中越地震を契機に、多くのボランティア活動にふれ、支援くださる
方々との交流による、新たな地域社会づくりが進んでいます。そこで、災害の経
験の中から新たな地域の絆を結び始めたここ新潟で、日常的なボランティアや市
民活動のあり方、県民一人ひとりの取り組みなどを幅広く考えようと、「第１７
回全国ボランティアフェスティバル にいがた」が開催されます。全国の「ささ
え合う」気持ちが、ここ「新潟」に集います。

◎会期・会場  平成２０年９月２０日（土）・２１日（日） 
　　　　　　  メイン会場 ／ 朱鷺メッセ
◎大会テーマ「ボランティア  深まるきずなに
　　　　　　　　　　　　　　　　   トキめいて」

第１７回 全国ボランティアフェスティバルにいがた
実行委員会事務局（社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会内）
TEL　０２５－２８１－５８０５
ホームページアドレス▶ http://www.vf-niigata.com/

新潟大会概要 問い合わせ先

ホームページができました！

ボランティアセンター代表（社会福祉協議会長）　  佐  藤  孝  喜
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