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運動期間：10月１日～12月31日
赤い羽根共同募金運動が10月から全国一斉に始まりました。赤い羽
根共同募金活動は、やさしさを集めてじぶんの町を良くする運動です。

令和２年度
村上市目標額

15,362,000円

赤い羽根共同募金（歳末たすけあい募金を除く）は、村上市70％、県30％
（うち３％は、災害に役立てられます）で配分されます。

令和３年度事業費として使われます
●県内全域の福祉事業に………… 3,743,000円
●高齢者福祉事業に……………… 3,656,000円
●障がい者の福祉事業に…………… 570,000円

●児童・青少年の福祉事業に………485,000円
●住民全般の福祉事業に………… 3,366,000円
●歳末たすけあい事業に………… 3,542,000円

皆様からお寄せいただいた募金は、県内と
村上市の来年度の福祉事業に役立てられ
ます。 今年も皆様の温かいご支援よろしく
お願いいたします。

令和元年度
村上市実績額

インターネットから募金ができます‼
クレジットカード、コンビニエンスストア、
pay-easy（ペイジー）などで
募金いただけます。

14,609,337円

●県内全域の福祉事業に………… 3,721,972円
●高齢者福祉事業に……………… 3,319,000円
●障がい者の福祉事業に…………… 539,000円

●児童・青少年の福祉事業に………473,000円
●住民全般の福祉事業に………… 2,889,365円
●歳末たすけあい事業に………… 3,667,000円

昨年皆様よりご協力いただきました「赤い羽根共同募金」を地域で活動する団体へ助成を
いたしました。村上市の地域福祉のため、大切に活用させていただきます。
募金にご協力いただきましてありがとうございました。
◆地域助成決定団体（139団体） 詳細は社協ＨＰをご覧ください
○地域の茶の間（108団体） 【村上地区】40団体【荒川地区】23団体【神林地区】18団体【朝日地区】22団体【山北地区】５団体
○福祉活動協力校（21団体） 村上小学校、村上南小学校、岩船小学校、瀬波小学校、山辺里小学校、保内小学校、金屋小学校、平林小学校、
神納小学校、小川小学校、朝日みどり小学校、朝日さくら小学校、さんぽく小学校、村上東中学校、岩船中学校、神林中学校、朝日中学校、
村上桜ヶ丘高等学校、村上特別支援学校（小学部・中学部・高等部）
○団体（10団体） 村上市民生委員児童委員協議会連合会、村上地域老人クラブ連合会、村上市身体障害者団体連合会、村上地区ボランティア
連絡協議会、朝日地区ボランティア連絡協議会、村上市精神障がい者家族会、村上市手をつなぐ育成会、神林おやこ劇を観る会、小岩内区、
村上市社会福祉協議会
◆広域助成決定団体（２団体）
○地域活動支援センター等助成（１団体）

山北手をつなぐ育成会

○社会福祉施設整備助成（１団体）

社協むらかみ

村上市社会福祉協議会（きわなみ荘）
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みんなの思いをつなげようプロジェクト
今年度のふれ愛フェスティバルは中止となりましたが、村上市社会福祉協議会では、来年度
以降のフェスティバルへの思いをつなぐため、プロジェクトを企画しました。住民の皆さん
と一緒に盛り上げるため、「タイムカプセル」と「笑顔の写真」を募集します！
村上市民ならどなたでも応募可能。
気軽に参加できますので、一緒にこのプロジェクトをつくりあげましょう！

１．今と未来をつなぐ『タイムカプセル』
今の自分から３年後の自分へメッセージを書いてみませんか？こんなことに取り組んでいた、
３年後はこうなっていたらいいな等、文字・イラストなんでもＯＫです。
応募していただいたものはすべてタイムカプセルに保管し、３年後の「令和５年度 ふれ愛フェ
スティバル」で展示します！

☆応募方法

下記のはがきでご応募ください。（直接持ち込みも可）
またメールでの応募も可能です。メールでの応募の際には、住所・氏名を明記してください。

☆応募締切

11月30日（月）

午後５時

必着

キ リ ト リ

３年後

☆その他

の自分へ

①応募者の中から抽選で50名様に景品をプレゼ

ントします。
当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせて
いただきます。
②ご記入いただきました個人情報はこの事業以外に
は、使用しません。
③記載内容は社協ＨＰや広報誌・イベント等で掲載
させていただきますので、ご承知の上応募してく
ださい。

キ リ ト リ

こちらの面に
書いてはがきを投函
してください。
たくさんの応募お待ち
しています！

ペンネーム
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２．みんなの『笑顔の写真』を集めよう
マスクをしていてもその下には笑顔があふれているはず…
コロナ禍でも感じた嬉しい温かい笑顔を、写真にして私たちに見せてもらえませんか？
お一人でも、家族・友人・職場の方々とご一緒でも笑顔であればＯＫです(^^)
笑う門には福来る♪笑って元気に明るく幸せな気待ちになりましょう。

☆応募方法

①令和２年３月以降に撮影された写真で一人１点限りとさせていただきます。
②現像済みの写真・データどちらでも可能。現像済みの写真はＬ～六切りサイズまで。
③郵送・メール・直接持ち込みで受付けます。その際に住所・氏名を明記してください。
④応募いただいた写真及びデータを入れた記録メディアは返却できませんのでご了承ください。

☆応募締切

令和３年１月15日（金）

午後５時

必着

☆その他

①応募者の中から抽選で50名様に景品をプレゼントします。
当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
②ご記入いただきました個人情報は、この事業以外には、使用しません。
③写真は社協ＨＰや広報誌・イベント等で掲載させていただきますので、ご承知の上応募
してください。
④応募いただいた作品の展示を令和３年３月に計画しています。
キ リ ト リ

このプロジェクトに関する問い合わせ
応募先は下記へお願いします。

『タイムカプセル・笑顔の写真共通』

☆持ち込みは支所でも受付けています。
村上支所
村上市三之町１ー１ 村上市役所本所内１階
荒川支所
村上市山口444
村上市荒川支所内３階
朝日支所
村上市岩沢5611
村上市朝日支所内２階
山北支所
村上市勝木862ー１ ゆり花会館内
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差出有効期間
令和２年12月
31日まで
〈切手不要〉
キ リ ト リ

村上市社会福祉協議会 地域福祉課
〒959-3449
村上市岩船駅前56番地
村上市神林支所内２階
電 話 0254-62-7757
F A X 0254-62-7780
E-Mail tiiki@murakamisyakyou.com

村
承

村上市岩船駅前56番地
村上市神林支所内２階

村上市社会福祉協議会
地域福祉課 行
差出人
住所
氏名
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職員募集（正職員）のおしらせ
採用予定日

令和３年４月１日

職種

法人事務職員（地域福祉、生活支援等に関わる業務）

募集人数

若干名

受験資格

・昭和60年４月２日以降に生まれた人で、大学卒もしくは令和３年 ３月末日卒業見込みの者
・社会福祉士資格を有する者、または令和３年３月31日までに取得 見込の者が望ましい

待遇

・初任給…当会の給与表＋経験年数加算
・諸手当…扶養手当、通勤手当、住宅手当、期末・勤勉手当

選考方法

１次試験（書類審査、作文試験）、２次試験（面接試験）

☆申込締切
☆申込方法
☆問い合わせ

令和２年11月９日（月） 必着
村上市社会福祉協議会総務課に応募要項があります。
また、当会ホームページからダウンロードできます。
村上市社会福祉協議会総務課 ☎0254-53-3467

24時間テレビ
チャリティーキャンペーン
募金総額

74,143円

８ 月20日 ～28日 の 期 間、募 金 の 受 付 を 行 い
ました。ご協力いただいた皆様、大変ありが
とうございました！

ボランティア講座のお知らせ
○45Lポリ袋で防護ガウン作り

日時：12月２日（水） ①10時～11時30分
②13時30分～15時
場所：マナボーテ村上 講座室

人数制限があります。詳しくは社協ＨＰか地域福祉課
（☎62-7757）へお問合せ下さい。

たくさんの善意をありがとうございました

【寄付金】
明治安田生命保険相互会社 様
405,100円
（「私の地元応援募金」）
塚田文也 様	   1,000円
荒川ゲートボール連盟 様	  14,100円
【寄付物品】
天翔会 様
オムツ等
明治安田生命保険相互会社 様
古布・ウエス
イオン村上東店 様
マスク
髪ingコンドウ 様
シャンプー
匿名希望
掛布団・毛布、紙オムツ
ウエス、古切手

（７月21日～９月21日現在）

イオン村上東店 様

明治安田生命保険相互会社 様

日赤協力金納入にご協力いただきありがとうございました
総額

7,118,093円（８月31日現在）

お寄せいただいた協力金は、国内外の災害救援活動（医療チーム派遣など）の他、小学校
新入生の「黄色い帽子」や町内等の掲示板設置・赤十字奉仕団の活動などの財源となって
おります。今後とも、赤十字事業へのご協力をお願いいたします。

【問い合わせ】日本赤十字社新潟県支部村上市地区（村上市社会福祉協議会総務課内）
☎53-3467 FAX：50-0020
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こんな時こそ「地域の茶の間」

社協むらかみは、資源保護のため古紙
配合率70％再生紙と環境にやさしい
大豆油インクを使用しています

新型コロナウイルス感染症が世界に広がり、誰もが予想だにしなかった事態に直面しています。
日常生活への影響もさることながら、大切な居場所も休止を余儀なくされ、顔の見えるつながりが
絶たれ孤独感、不安・ストレスや身体機能の低下など課題が見えてきました。
社協では、８月末までに把握している全『地域の茶の間』に「新しい生活様式」や「非接触型」
での開催方法を提案しつつ現状をお聞きしました。
112ヶ所のうち39ヶ所が既に再開、９月再開が27ヶ所、未定が30ヶ所、年度内再開しないが４ヶ
所でした。
「淋しい、皆んなの顔が見たい」「閉じこもりの方が心配」「今まで築いてきたものを継続したい」
と色んな思いが、‘恐れるより再開’ を後押ししたようです。
また反面、
「高齢者の感染が心配」「３密を避けることは茶の間の趣旨とかけ離れる」「飲食やイベ
ントができないなら楽しみがない」など再開できない悩みも尽きないようでした。
そんな中、知恵を出し合いコロナ禍ならではの取り組みをしている『地域の茶の間』を紹介しま
す。屋外にテントを張って花の苗を分けあった。集落の公民館に花植えをした。脳トレ、ぬり絵を
配りながら声掛け訪問した。あやとり紐を配り、再開時には「あやとり大会をしよう！」と呼びか
けるなど自分たちの『地域の茶の間』に合った、できる内容を工夫されています。
コロナ禍の今、何ができるか、できることから始めよう！と動き出しています。そしてうれしい
ことに神林地区で３月予定から半年、待ちに待った福田の茶の間が開設されました。稲刈り時期と
重なりましたが、12名がマスク越しに顔を合わせられる喜びをかみしめていました。
不安は尽きない、こんな時こそ『地域の茶の間』のような心の拠り所が必要なのではないでしょ
うか。コロナと共存し安心して暮らし続けるために、大切なつながりを決して絶やさず、柔軟に工
夫しながらの運営を私たち社協も応援します。

福田の茶の間

塩町のお茶の間

上助渕ふれあい茶の間

今回の茶の間紹介『シリーズ♥つながり TSUNAGARI』はお休みします。

この広報誌は、赤い羽根共同募金
配分金を受けて発行しています。

福祉学習に取り組んでいます!!

村上おもちゃの病院
10月・11月の開院日

10月24日㈯
11月28日㈯

場所：クリエート村上
時間：午前９時～11時30分
問い合わせ：地域福祉課

☎ 62-7757

朝日さくら小学校４年生

神納小学校４年生

高齢者疑似体験、車いす体験、視覚障
がい者体験などをとおして学習しました。

高齢者疑似体験、車いす体験などをと
おして、学習しました。

「誰もが暮らしやすいまちを目指して」 「お年寄りのことを知ろう」

記事に関するお問い合わせは村上市社会福祉協議会総務課におたずねください。 ☎53－3467
編集・発行 社会福祉法人 村上市社会福祉協議会
〒958－8501 新潟県村上市三之町１番１号
TEL（0254）53－3467 FAX（0254）50－0020

E-mail：syakyo.murakami@helen.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.murakamisyakyou.com/

社協むらかみ

検索

6

