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地域の 文化伝承

西山子ど も 会育成会

６月25日（土）、西山子ども会育成会で、八王子神社の天神
様のご祈祷と神社清掃が行われました。
学業成就、疫病退散を祈願する祝詞と「神様にお願いだけ
してもだめですよ。自分も頑張ることを神様と約束するんで
すよ」と平林宮司の教えに子どもたちは耳を傾け、保護者の
みなさんは温かく見守っていました。子ども会育成会の役員
さんは「西山地区で50年近く続く行事。役員になって久しぶ
りに子どもたちの声をきいて元気がでた。地域の文化を伝承
することは大切」と話されていました。
木漏れ日の中、子どもたちはおみくじを熱心に覗き込み、保護
者と一緒に清掃をしたあと友達同士神社を駆け巡っていました。

「御朱印さんぽ

北の安曇野

小さな神社巡り」のご紹介

西山八王子神社の平林宮司は、大北地域の計15社に奉仕している。神職不在の小さな神社の「御朱印がほしい」
という要望に応え、神社や境内をスマホやデジタルカメラで撮影し持参すれば御朱印を授与する取り組みをさ
れている。小さくてもそれぞれの地域で永い伝統を誇る神社巡りを楽しんで「地元の宝」を見つけてみませんか。
〖時

間〗毎月１日の午前９時から正午（１日以外でも宮司が在宅しているか事前に確認すれば対応可）

〖場

所

平林宮司宅隣の授与所

松崎和紙を使った

〖その他 １社につき300円

問い合わせ〗TEL 22-1762

世界にひとつだけの 御朱印帳講座 参加者募集

最近外出が減ったなー。昔より用事もなくて・・。足が弱くなってきたような？？
手作りの御朱印帳をもって寺社を巡りませんか？
日

時

９月15日（木）13：30～15：30

講

場

所

大町市総合福祉センター

対象者

65歳以上の方

1,200円

申込先

大町市社会福祉協議会 TEL 22-1501

参加費

師

坂井 千恵子さん

令和３年度 事業と決算の報告
事業報告 コロナ禍２年目で様々な制限のある中でも工夫して地域づくりやサービス提供に取り組みました。
１.地域福祉推進基盤の強化

２.お互いさまのまちづくり

制度の改正などに、柔軟に対応しながら法人運営基盤
の強化に努めました。
●会員の加入促進に努め、会費は地域福祉活動の推進に
活用

お互いさまのまちづくりをめざして、地域の支え合い
活動やボランティア活動支援と相互の連携強化を図りま
した。
●コロナ禍に対応した「感染予防 Pｌaｙ！」を実施
●ボランティアの協力で癒しの「やぎさん広場」を開催
●個人、団体への各種備品貸し出し
●安心暮らしのもちもちサービスの調整 14件
●ボランティアリーダー研修の開催
●facebookを活用した地域活動の紹介

一般会員
特別会員
法人会員

6,772世帯
544人
21団体

4,063,800円
1,634,000円
115,000円

※ご協力ありがとうございました。
●赤い羽根共同募金を公募で４団体に配分
●大町市・八坂・美麻総合福祉センター３施設の管理運営

2

３.安心して暮らせるまちづくり
誰もが生きがいをもって「安心して暮らせるまちづく
り」の推進に努めました。

①生活支援
一人では解決できない日常の困りごとへの支援を行
いました。
●心配ごと相談 54件
●福祉輸送サービス 4,304回
●日常生活自立支援事業 1,741回
●金銭管理・財産保全サービス 1,330回
●成年後見支援センター（法人後見累計 29件）
●雪かき支援員派遣 2,997回

②介護保険事業
介護認定者、総合事業対象者とご家族のニーズを掌
握し柔軟性のあるサービス提供に努めました。
●居宅介護支援事業 1,048件
●訪問介護事業 15,519件
●訪問入浴事業 762回
●通所介護事業（※４事業所）17,390人

③障がい者福祉
利用者ニーズに沿った支援の提供と社会参加の促進に
努めました。
●障がい者余暇活動支援事業
（ 希望の旅 ９人 / いっぽの会 59人 ）
●地域生活支援事業
・障害福祉サービス計画支援 274人
・大北圏域障害者相談支援事業 1,198人
・発達障がいサポート・マネージャー事業 384人
・療育支援事業 1,510件
・地域活動支援センター事業(ハーモニー・ルーム)1,199人

令和３年度 決算の概要
収入:６億3,770万7,572円
⑨ 3.3%

⑧
5.6%

① 1.8%
⑩
8.1%

②
5.7%

⑦ 7.1%

④子育て支援活動の推進
子育てを地域全体で支える体制づくりに取り組みまし
た。
●育児支援ヘルパー派遣事業 ８件
●こどもの居場所づくりの活動相談・支援 ２件
●コアラのぽっけ（子ども服のリユース）

⑤経済的支援
生活困窮者からの相談に応じ、就労等自立に向けて必
要な支援を行いました。
●特例貸付（緊急小口資金45件 6,575千円・総合支援
資金75件 34,139千円）
●生活福祉資金貸付 4件 345,000円
●生活困窮者等自立支援事業 58件
●家計相談支援事業 181人

４.受け継がれるまちづくり
住民の福祉意識を高め、地域活動の担い手を育てるこ
と、高齢者の社会参加と介護予防の視点で地域づくりに
取りくみました。
●「社協おおまち」「ボランティアニュース」の発行
●生活支援体制整備推進事業
●地域福祉活動団体の育成
・福祉団体等助成
６地区社協 1,739,445円
・ボランティア団体助成金 16団体 475,080円

繰越収支差額：3,992万9,037円

支出:５億9,777万8,535円
⑤ 1.2%

①会費・寄附金
②補助金（共募含）
③受託金

③ 14.2%

●障がい者福祉サービス事業
・居宅介護支援事業【障がい者を対象としたヘルパー
派遣】4,200時間
・多機能型障害福祉サービス 9,306人

④介護保険収入

⑥ 0.1%

⑧ 3.5%
①人件費

④ 2.0%
⑦
7.2%

②事業費
③事務費
④就労支援事業

③ 8.7%

⑤就労支援事業
⑥障害福祉サービス

⑥ 13.3%
④ 39.1%

⑤助成金
② 10.5%

① 66.8%

⑥固定資産取得

⑦その他

⑦基金・積立金積立

⑧基金・積立金取崩

⑧退職給付引当・移管

⑨退職給付返還・移管
⑤ 1.8%

⑩前年度繰越
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夏休みの子どもたちを応援します！
！
ほっとスペース
「一人で勉強する気でないなー」「ちょっとわからないところがあるんだけど…」
1人でも親子でも友達と一緒でも参加ＯＫです。宿題や勉強をしにきませんか？
おやつもあるよ！小学生も中学生も、高校生も夏休み中気軽にご参加ください。
日

時

８月６日（土） / 20日（土）13：00～15：00

場

所

大町市総合福祉センター

エントランス

宿題・水筒・マスク

主

持ち物

催

一緒に勉強してく
れるボランティア
も募集中です！

つくしの会

おコメの配布事業
フードドライブを通じてお預かりしているお米を生活にお困りの方に配布します。
「コロナ禍で
収入が減ってしまった」
「夏休み中で子どもたちの食糧の確保が大変」という方ご連絡ください。
期

間

８月１日（月）～５日（金） / ８月15日（月）～19日（金）

時

間 ８：30～17：30

̤ༀ

連絡先 大町市社協 TEL 22-1501

このみ子ども食堂
2022年夏休みに子ども食堂を開きます。お年寄りの参加も大歓迎です。
おいしいカレーみんなで食べませんか？
日

時

対象者

８月10日（水）12：00～13：00
・小学生以下無料（保護者同伴で来てください）
・高齢者

無料 / 大人

200円

申込み 鉄板焼このみ 大町市南原町4014（電話 85-4468）へ８月３日までに連絡
その他 先着30名（要予約）※当日駐車場は使えません。

みんなの幸せを願う

子ども食堂・生活困窮世帯への支援
ＮＰＯ法人仁科の里造り様より
新たまねぎ25kgをいただきました

「千羽鶴プロジェクト」

市内子ども食堂を開催する団体に配布させていた
だきます。ご協力ありがとうございます。

今年も、８月の終戦記念日に合わせエントラン
スに千羽鶴のコーナーを作ります。戦争のない平
和な未来を祈って、また災害や感染症の終息を
願ってみんなで千羽鶴を折ってみませんか？
じゃがいも収穫体験のおしらせ
期

間 ７月30日（土）～８月７日（日）の間

費

用

８ｋｇ 1,000円

問合せ 090-5444-0073（担当：横沢さん）
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募集期間 ８月１日～９月30日
方

法

大町市総合福祉センターエントラン
スと大町市児童センターに折り紙と
「鶴のお家」を設置しますのでご参加
ください。

一人で悩むよりまず相談！
お気軽にご相談ください

社協の相談事業
事前予約にご協力ください

☎ 22-1501（大町市）

日々の暮らしの中の大小の悩み事について、解決の糸口を相談者とと
もに見い出していく相談窓口を開設しています。複数の相談員で相談に
応じますので、お気軽にお電話ください。

心配ごと相談・司法書士相談

８月

大北地域心配ごと相談日程
期 日

８月・９月

時 間
13：00～16：00
13：00～15：00
13：00～16：00
13：00～15：00

内 容
心配ごと相談
司法書士相談
心配ごと相談
司法書士相談

担当者
心配ごと相談員
司法書士
心配ごと相談員
司法書士

８月23日(火)

13：30～15：30

なんでも相談

心配ごと相談員

やすらぎの郷

８月３日(水)

13：00～15：00

生活相談
子育て

民生委員
児童委員

ゆうあい館

８月９日(火)

13：00～16：00

司法書士相談

司法書士

白馬村保健福祉
ふれあいセンター

池田町社協
62-9544
松川村社協
62-9000
白馬村社協
72-7230

13：00～16：00
13：00～15：00
13：00～16：00
13：00～15：00

心配ごと相談
司法書士相談
心配ごと相談
司法書士相談

心配ごと相談員
司法書士
心配ごと相談員
司法書士

大町市
総合福祉センター

大町市社協
22-1501

９月13日(火)

13：30～15：30

なんでも相談

心配ごと相談員

やすらぎの郷

９月７日(水)

13：00～15：00

生活相談
人権擁護相談

民生委員
人権擁護委員

ゆうあい館

９月13日(火)

13：00～16：00

人権・心配ごと相談

人権擁護委員

白馬村保健福祉
ふれあいセンター

８月８日(月)
８月22日(月)

９月

９月12日(月)
９月26日(月)

長野県・大町市
生活就労支援センター
「まいさぽ大町」
生活や就労でお困りの方の相談窓口を開設
しています。
開設日程

月～金曜日（土・日曜日、祝日を除く）
８：30～17：30

ふれあいの窓

しく、日常生活や財産管理でお困りの方。社協が
金銭管理を含めた日常生活のお手伝いをします。
相談日

月～金曜日（土・日曜日、祝日を除く）
８：30～17：30

問い合わせ

大町市
総合福祉センター

大町市社協
22-1501

池田町社協
62-9544
松川村社協
62-9000
白馬村社協
72-7230

善意の寄附をありがとうございます

【現金】
昭和電工ユニオン大町支部 …………………………43,929円
匿名…………………………………………………………299円
匿名…………………………………………………………152円
【物品】
東京電力ＲＰ高瀬川事業所 ………………災害時非常食240食
ＪＡ大北女性部………………………………米、缶詰など172品
ＮＰＯ法人仁科の里造り ……………………………玉ねぎ25㎏
匿名 ……………………………………………手作り小物多数
匿名 ……………………………………………………玄米30㎏
【使用済み切手ほか】 匿名多数
敬称略 令和４年５月16日～令和４年７月13日受け付け分

日常生活自立支援事業
障がいや高齢により、ご自身で判断することが難

会 場

大町市社協「法人会費」
「法人会員」にご協力お願いいたします
社協が目指す「誰もが安心して暮らし続けることができ
る地域づくり」の実現に向け、企業や事業所等の法人の皆さ
んにもご支援いただき地域福祉を推進します。
●法人会費
●納入方法

１口5,000円
ご賛同いただける企業、事業所は、当会までご一報ください。
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や ま ん ば

希望の旅

参加者募集

地域で生活されている障がい児者のみなさんを対象に
「希望の旅」を実施します。コロナ対策をしながら、ゆった
りリフレッシュできるような県内の旅を計画しました。交
通手段は、リフト付き大型観光バスを使用します。秋の中野
市へ出掛けましょう！
日
時 10月７日（金）8：30 出発 16：30 帰着予定
行 き 先 ・一本木公園（秋のバラ園を散策します）
・ぶどう狩り体験（シャインマスカット）
対 象 者 市内在住で、障害者手帳のある方とその付き添
いの方１人
定
員 25人
参 加 費 3,000円
乗車場所 市役所・信濃大町駅・市総合福祉センター
申し込み ９月９日（金）までに大町市社協へ
TEL 22-1501 FAX 22-7071

ご紹介

山姥の里やさか歩き隊

７月７日に50代～80代の約20人の
参加者があつまり、
「山姥の里やさか歩
き隊」が開催されました。大町市内だ
けでなく、諏訪市や安曇野市からの参
加もあり鷹狩山の民話、里山の歴史や
文化の説明を聞きながら、今年最後のササユリも鑑賞し里山
の魅力を感じていました。
「健脚向けと一般向けのコースがあ
る。年を重ねても丈夫な足腰が大事。里山の魅力を知ってもら
い地域を元気にしたい」と伊藤代表は月一回ペースで開催を
計画しています。
参加できる方 舗装をしていない山坂道を歩ける方
体力に自信のある方
次 回 開 催 ８月４日（木）自然散策路で巡る鳥立山城
問い合わせ先 伊藤さん 090-4849-0204

大町市生活支援体制整備推進事業受託事業

心が動く風景写真募集

vo２

社協報（３月号）で大町ならではの美しい風景や、昔か
ら変わらないもの、変わったこと等の写真を募集させてい
ただきました。福祉センターで展示したり、施設の利用者
さんにも楽しんでいた
だこうと７月から市内
福祉施設へ巡回してい
ます。誰かの笑顔に出会
え る「心 が 動 く 風 景 写
真」を引き続きお待ちし
ています。

高齢者の困りごと ＝ 雪かき
「雪かき支援員という職業の方いるのか
な～？」というイメージが浮かびますが、実
は、雪が降った日に仕事に行く前に30分、空
いてる時間に15分という支援をしてくだ
さっている方がほとんどなのです。
雪かきが困難な世帯の地域の方に有償ボ
ランティアとしてご協力いただくという支
え合いの仕組みです。
「雪かきができない、
頼める人がいない、困ったな～」という方か
ら大町市の雪かき支援員派遣事業の申請が
あった場合、ご相談させていただきます。支
援員の登録をお願いします。

参加者
募集

自分のための体力測定

「人生100年時代」と言われています。元気に年を重ねる
ために自分の体力を知っておきませんか？
日 程〗１回目 ８月５日（金）体力測定
２回目 ８月19日（金）結果報告・運動指導
時 間 両日とも13：00～15：00
会 場〗大町市総合福祉センター
対象者〗市内にお住まいの65歳以上の方
２回とも参加できる方
定 員〗30人 ※定員になり次第締め切り
申し込み〗大町市社協 電話 22-1501まで

雪かき支援員を募集します

生活(雪かき)支援員派遣事業
対 象 おおむね65歳以上の者で構成されている世帯で、雪かき支援が必要な方。
※ 親戚、同居人等の協力体制がある方は対象となりません。
内 容 虚弱の一人暮らし又は高齢者世帯の方で日常生活を営むのに支障がある高
齢者の家庭に対し、雪かき支援員を派遣します。支援員は、玄関や勝手口か
ら道路までの間、概ね幅70㎝を基本とした軽易な雪かき支援を行います。
利用料 30分 50円 問合せ 大町市社会福祉協議会 ℡ 22-1501
●生活（雪かき）支援員は有償のボランティアです
雪かき支援員として、対象のお宅の雪かきを行った場合、時間等に応じた報酬
があります。
・ 報酬30分につき500円
※ 除雪機を使用した場合、30分につき500円が加算されます。

「社協 おおまち」へのご意見、ご希望、投稿など皆さんの声をお寄せください。
〒398－0002 大町市大町1129 大町市総合福祉センター内
編集・発行：社会福祉法人 大町市社会福祉協議会 地域福祉係 TEL22－1501 FAX22-7071
URL http://www.omachishakyo.org/
E-mail soｕmukikaku@omachishakyo.org
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印刷：有限会社 北辰印刷

