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●　歳末たすけあい運動募金　ご協力ありがとうございました

地区 募金件数 募金額

本村１丁目 63件 77,000円

本村２丁目 81件 102,500円

本村３丁目 112件 104,000円

本村４丁目 96件 91,500円

本村５丁目 68件 65,000円

本村６丁目 65件 61,500円

本村合計 485件 501,500円

若郷 95件 80,000円

式根島 188件 139,680円

募金箱 70,073円

総合計 768件 791,253円

～令和３年度　募金総額７９１,２５３円～

●　もやいマーケットの報告について

　新島 206 人、式根島 254 人の人が足を運んで下さいました。今回は密になることを避ける

ため、大きな宣伝をすることは出来ませんでしたが、今後たくさんの人にお越しいただける

ことを願っております。寄附物品を提供して下さった皆様、ご購入いただいた皆様、協力し

て下さったボランティアの皆様に厚く御礼申し上げます。

　なお今回ご購入いただいた売り上げは新島、式根島ともに地域福祉向上と福祉用具充実の

ために使用させていただきます。

　今後のバザーの

開催につきまして

は、広報紙または

貼紙にてお知らせ

します。

～もやいマーケット売り上げ　223,062 円～
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毎年年末恒例の「歳末たすけあい募金」に
つきましては、昨年末も役職員、評議員、
協力員及び村民の皆様方の温かいご協力を
頂き、実施することが出来ました。成果に
ついては右表の通りとなりました。
　改めまして、ここに厚く御礼申し上げま
す。
　お寄せいただいたご芳志は、共同募金に
一旦納付いたしますが、来年度には同会か
ら同額が配布されるのを待って、社会福祉
活動等（歳末弁当の食材費や福祉用具の購
入等）の財源として地域の皆様方に還元い
たします。



●　会員会費増強月間実施結果報告（団体）
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団体会員の紹介 社協を支えて下さりありがとうございます。

（株）新島工業所

（有）森電気工業 

（株）青沼工務店

新島建材（有）

三和電設（株）

（株）　協同

新島物産（株）

式根島観光協会

（宗）十三社神社

（宗）長栄寺 

（有）紅谷商店 

（株）宮原 

（有）新島燃料店

新島村商工会

（株）梶野組

新島小学校

（有）マルマン

（有）海楽

新島観光 （株）

前抗建設 （株）

（株）宮川工務店 

（有）青沼興業

前田建設（株）

新島観光協会

新島村農業協同組合

（株）ホームケアセンターイワサキ

七島信用組合新島支店

にいじま漁業協同組合

新島水産加工業協同組合

前田コンクリート（株）

梅田電気設備工業（株）

新中央航空（株）

（敬称略・順不同  ：令和 4 年 1 月 20 日現在までに納入いただいた団体様となっております。）

●　式根島　高齢者疑似体験＆車椅子体験

　令和 3 年 11 月 30 日、式根島小学校 5・6 年生を対象に高齢者疑似体験と車椅子体験学習を実

施しました。「高齢者」と「介助者の役割」を体験し、自分たちが今から出来ることや、誰もが暮ら

しやすい地域についていろいろなことを感じ取り、考えてくれました。感想の一部を掲載します。

＆
【高齢者疑似体験（豆つかみ）】 【車椅子体験（自走）】

【車椅子体験感想】【高齢者疑似体験感想】

　今まで感じなかったふべんさ、大変さを感じら

れた。高齢者がもし困っていたら声をかけたり、

自分のおじいちゃん・おばあちゃんの手伝いをし

たりする。

　高齢者側の体験もたいへんだったが、介助側

もそれなりに工夫しないといけないので、たい

へんだった。バリアフリーがととのっている町

をつくるとみんなが暮らしやすくなる。

　車椅子に乗ると、ゆれを感じやすかったです。

だんさや点字のところがよくゆれました。さか

は、意外と体がうしろにたおれておどろきまし

た。

　乗っている人が安心できるように、やさしく

声をかけてあげたり、ゆっくりおしてあげたり、

だんさに気を付けたりすることが大切だという

ことが分かった。
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●　歳末弁当を配布しました　

　令和３年１２月２２日に一人暮らし高齢者、高齢者世帯などの皆さまに、少しでもあたたかいお

気持ちで年末年始をお過ごしいただけるようにとの思いから、ボランティアの皆さんの手作りによ

る心のこもった「歳末弁当」をお届けしました。

　また、配布先については、民生委員等関係者各位により配分会議を開催し、協議のうえ決定して

おります。

※この事業は、新島村での歳末たすけあい募金を財源にしています。

▲式根島のお弁当

令和４年3月１日　171号

▲新島のお弁当 ▲新島調理風景

▲式根島調理風景

●　心身障害者・児等医療支援サービス　

　４月１日より、「心身障害者医療支援サービス利用者証」
の更新が必要です。まだ更新をされていない方は、利用券発
行の手続きの前に、役場民生課窓口において同利用者証の更
新申請をして下さい。島外医療機関を受診される際は概ね１
週間前までに、利用者証をお持ち頂き、今まで通り「交通機
関利用券」の発行手続きを社協窓口で申請して下さい。

※民生課で利用者証の更新が必要です！

お問い合わせは社協まで　☎５－１２３９ 3



金川千尋　　　　　　　　　様 池村商店　　　　　　　　　様

ブッサンストア　　　　　　様 梅田電気設備工業株式会社　様

式根島中学校　　　　　　　様 前田衣子　　　　　　　　　様

山本強　　　　　　　　　　様 前抗建設株式会社　　　　　様

大島支庁　新島出張所　　　様 宮房商店　　　　　　　　　様

匿名　　　　　　　　　　　様 前田光枝　　　　　　　　　様

下記の方々から使用済み切手・テレフォンカード、
書き損じハガキ等をお寄せいただきました。

～皆様ありがとうございます。～

令和４年3月１日　171号

●　心温まるご寄付ありがとうございます！

　皆様からいただきましたご寄付は、高齢者や障がい者を対象とした在宅福祉サービスや地域福

祉のために、大切に使わせていただきます。※バザー物品をご寄付いただいた皆様のお名前は従前

より掲載していないため、今回も省略させていただきます。皆様ありがとうございます。

令和３年 11 月 1日～ 1月 31 日

地区
本村
式根
式根村上　博　　　　　様 介護ベッド

匿名　　　　　　　様 未使用切手
式根島商業会　　　様 事務用品

物　品　寄　附
ご芳名 物品

※ご寄付は、税金控除の対象になります。

　当社協は、社会福祉法人格を有していますので、2,000 円超のご寄付の場合、

所得税の寄附金及び、個人都民税・個人村民税の寄附金税額控除が受けられます。

控除額の詳細についてや法人のご寄附につきましては、村役場税政係、芝税務署

にお問い合わせ下さい。なお確定申告の際には、当社協発行の領収書が必要です。

●　地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

【対象者】

物忘れなどの認知症の症状や知的障害、精神障害などによって、必要な福祉サービスを、自分の判

断で適切に選択・利用することが難しい方にご利用いただけます。

①福祉サービスの利用援助　

福祉サービスの利用方法や手続きに関する相談や利用料の支払いをお手伝いします。

②日常的金銭管理サービス

日常生活に必要な預貯金の払い戻しや預け入れ、公共料金等の支払いをお手伝いします。

③書類等預かりサービス

日頃使わない大切な書類をお預かりします。

利用料

通帳等をご本人が保
管する場合

通帳等をお預かりす
る場合

１回１時間まで3,000円

１時間を超えた場合は、30分ごと
に６００円加算します

１ヶ月１,０００円

援助内容

①福祉サービスの利用援助

②日常的金銭管理
サービス

１回１時間まで1,500円

１時間を超えた場合は、30分ごと
に６００円加算します

③書類等預かりサービス

利用については社協事務局

（☎５-1239）にご相談下さい。
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地区
本村
本村
本村

武蔵野市

本村

一　般　寄　附
ご芳名 寄附金

北村　栄子　　　　様 100,000円

前田　勝　　　　　様 100,000円
岩本　泉　　　　　様 100,000円

出川　多美子　　　様 50,000円
宮川　与五兵衛　　様 100,000円



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ボランティアセンターより
にいじまむら
～あなたとつなぐもやいの心～　ボランティアさん募集中

第９号

令和４年 3月１日第 9号

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

　新型コロナウイルスの影響を受け、ボランティア活動やふれ

あい活動などが制限されている中、新しいボランティアの形と

して、写真を通じて、被写体を提供された方と観る方々の心の

交流や地域の文化の発信と受信を同時に行う「間接ボランティ

ア」をはじめました。「大切に育てた花が咲いた・上手に手芸が

作れた」など、そんな嬉しい気持ち・自慢の品を、写真を通じ

て多くの人と共有し、被写体を提供して頂いた方、写真を観た方、

どちらも笑顔になって頂くことで、いきがいの創出、社会参加

にもつながればと考えております。アルバムは窓口に展示して

おりますのでお立ち寄りの際はご覧下さい。なお「自慢のアル

バム」制作のために被写体など随時募集しておりますので、社

協へお声掛け下さい。
お問合せはこちらまで！！

ＴＥＬ　５-１２３９

自慢のアルバム　もえーじ作ろうじゃ
（みんなでつくろうよ）

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ボランティア保険について

　郵便局の払い込み手数料の新設・改定に伴い、ボラン

ティア保険の払い込み手数料がかかるようになりました。

ボランティア保険の払い込みの際にはお気を付け下さい。

　現在皆様がよく加入されるプランは Aプランです。

　Aプランは１人につき 350 円の加入料と一度の払い込

みにつき郵便局で決められた手数料がかかります。

Qボランティア保険の加入

にはいくらかかるの？？

Qボランティア保険に入る

メリットって何？？

　ボランティア活動中にケガや事故があり、条件にあて

はまる場合に保険が適用されます。不安を軽減し、ボラ

ンティア活動に専念できるところがメリットです！

Q昨年からの変更点はある

の？？

in 新島！

◀藤原たけ江様

毛糸で作った帽

子

大村くに様▶

大事に育てた

シクラメン
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

令和４年 3月１日第 9号ぼらせんだより

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

しきねじまでは・・・

✂

にいじまでは・・・・
～みんなの「居場所」づくり～

　青葉会館一階ロビーの社協事務局の横はフリースペースとなっていて子どもから大人まで誰でも利用

できる施設のため、ボランティアセンターの活動として居場所づくりをおこなっています。

　職員が居るときは声かけや道具の貸し出し等も行っています。　

診療所についでに・・・

おしゃべりしながらウエスを切り・・・

本を読んだり、TV をみたり・・・

宿題したり、おりがみ、プラバン、工作したり・・・

6

社協では居場所づくりに取り組んでいます

　話をしたり、ダントウ ( お墓参り ) 帰りに休

んだり・・・・

子どもたちは宿題をやったりぬりえや折り紙等の静か

な遊びを行ったり・・・

※新島、式根島ともに来所時にはコロナウィルス感染症予防にご協力をおねがいいたします。

　社協では、人と人とを“結び”つけ“もやいの心”をつなげていく、そんな場所を住民

のみなさんと育てていきたいと考えています。

～ちょっと「よっちき」みんなの場所～

　式根島福祉健康センターは子どもから大人までだれでも利用できる施設です。

　ボランティアセンターの活動として「場所の提供」という新しいボランティアのカタチ「よっちき」

を行っています。ちょっと「よっちよ～」お待ちしています。

※送迎等で職員が不在の場合もあります。


