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本年の岡谷市社会福祉大会は、11 月 20 日
（土）に長野県男女共同参画センター・あいと
ぴあにて、新型コロナウイルス感染症対策のた

主 な 内 容

めに規模を縮小し、開催いたしました。
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式典では、長年にわたり社会福祉事業に貢献
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社会福祉事業特別功労者

社会福祉事業特別功労
受賞の宮坂久雄様に受
賞者を代表して、お礼
のことばをいただきま
した。
感謝状

社会福祉事業協助者

岡谷市共同募金委員会会長表彰
共同募金に多額のご寄付をいただいた方々
を代表して、ＴＰＲ労働組合様にお受けい
ただきました。

福祉基金に多額なご遺志金・ご寄付を賜りました
方々、またボランティアセンターへ善意の品物を
お寄せくださいました方々を代表して、岡谷市ダ
ンス協会様にお受けいただきました。
褒賞
長年ボランティア等で、地域福祉にご尽力を頂い
た方々を代表して、小口智達様にお受けいただき
ました。

岡谷市社会福祉協議会の活動報告
式典後に「支え合いの地域づくり」について、活動状況のご報告をしました。
本年度、岡谷市社会福祉協議会では、岡谷市の生活支援体制整備事業の一環として、
２１の地区を対象に地域お宝探し講座を進めています。
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長年地域福祉の向上に多大なご協力をいた
だきました方を代表して、小口かつみ様に
お受けいただきました。



長年にわたり社会
福祉事業に貢献さ
れました方々を代
表して、宮坂久雄
様と小口裕子様に
お受けいただきま
した。
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令和３年度岡谷市社会福祉大会開催

付をいただいた方々には感謝状が贈呈されまし

岡谷市高齢者クラブ連合会／
福祉機器リサイクル事業をご利用下さい／
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 

された方々に表彰状が、多額の寄付金・物品寄

24

23

スローガン

みんなで築く
みんなの福祉

（あした）

みんなの未来
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◇社会福祉事業特別功労者
宮坂久雄
宮坂昭男
武居恒夫
小口裕子
横内誠
上沼縁
北袋壽雄
小口みさ子
小口啓子
林順子
水野輝子
小口亨代
中島みどり
◇社会福祉事業協助者
小口かつみ 宮澤恵子
矢﨑よし子 西野正
宮澤恒子
岡谷市手をつなぐ親の会
◇褒賞（個人）
小坂大和
宮澤淑
鮎沢今朝一 橋爪誠
今井敦子
今井美恵子
志村君子
小沢紀美子
澁井三千雄 比後元康
小口茂子
中村愛子
北原太賀子 向山あけみ
澁井菊枝
山岡香代
山﨑和子
小山和美
山本美代子 花岡美佐子
小坂しづ子 芳澤広國
守屋艶子
小坂八郎
花岡のり子 小林みち子
上田さちえ 片倉嘉子
金原健児
小口智達
三井正二
小坂れい子
林清水
今井正直
宮本夙子
小林昭二
横田明子
齊藤春子
堀内久恵
中村清子
東方田鶴子 出井善髙
小口登代
濵國弘
川上セツ子 武井正勝
小口茂子
湯本利子
所弥生

福祉事業に貢献された個人・団体に表彰状・感謝状（敬称略）

◇褒賞（団体）
岡谷子ども劇場
ふらっと♭
◇福祉基金感謝状（遺志金）
宮坂いく子
◇福祉基金感謝状（寄付金）
岡谷市ダンス協会
長野県労働金庫諏訪湖支店運営委
員会
常福寺花園会女性部
ユニー株式会社
小さな善意で大きな愛の輪運動
アピタ岡谷店
東堀星桜会
年金受給者・岡谷
慈雲寺花園檀徒会
◇岡谷
 市ボランティアセンター感謝
状（物品）
川岸食糧販売企業組合
◇長野県共同募金会
岡谷市共同募金委員会会長感謝状
（団体）
有限会社 観光荘
岡谷市仏教婦人連合会
税理士法人三澤会計
みさわ財産コンサルティング株式
会社
諏訪労務管理センター社員一同
慈雲寺花園壇徒会
宗教法人 真如苑岡谷支部
京セラ株式会社
長野岡谷工場従業員一同
株式会社岡谷中部建設
株式会社日本ピスコ 従業員一同
ボーイスカウト岡谷第 団
ＴＰＲ労働組合
ＴＰＲ帝友会
ＴＰＲトータルサービス労働組合
絹の郷労働組合
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岡谷市社会福祉大会 挨拶要約
小口

明則

岡谷市社会福祉協議会
会長

本大会は、令和元年度が台風の影響、
また、令和２年度は新型コロナウイル
ス感染症の拡大があり、２年の間、開
催が叶わずにまいりました。
本年は、感染防止対策を徹底し、参
集規模や内容も縮小しての開催の運び
となりました。
私 た ち が 生 活 す る 社 会 は、 少 子 化、
高齢化、本格的な人口減少が進むとと
もに、家族観は変化し、世帯構造も単
独世帯や核家族が中心になってまいり
ました。
私たちの価値観や意識、行動は自由
化、多様化し、身近な暮らしに目を向
けても、お互いが関心を持ち合うこと
が少なくなっていると言われておりま
す。
こうした中、昨年から続く新型コロ
ナウイルス感染症による影響は長期に
わたり、私たちの暮らしを様変わりさ
せ、未だ先の見えない状況が続いてお
ります。
様々な行事や活動も中止となり、地
域における集まりや交流が制限される
など、これまで進めてきた地域福祉向
上の取り組みとは逆行する、地域のつ
ながりを途絶えさせてしまうような状
況が生まれてしまいました。
当たり前の日常の中にある、気の置
けないつながりや気にかけ合う関係
が、いかに大切なものであるかを教え
られたように思っております。
地区社協や生きがいデイサービス援
助員、ボランティア、高齢者クラブな

ど、地域で活動される皆様にあっては、
最初は戸惑い 手探りの状態でありま
したが、感染対策の勉強会を実施しな
がら、できる範囲での声掛けなどが行
われました。感染が落ち着いている時
は、感染対策と両立できる内容でそれ
ぞれの活動を再開するなど、コロナ禍
にあって、地域の人と人とのつながり
を切らさないための工夫や取り組みが
続いております。
今年度から進めている、日々の暮ら
しの中の何気ない支え合いに目を向け
る「地域のお宝探し」の取り組みでは、
地域の皆様の友達付き合いやご近所付
き合いなどの様子とエピソードをお聞
きし、つながりを切らさない暮らしぶ
りが見えてきております。
暮らしの中で、人と人が出会いつな
が る こ と で、 気 に な る 存 在 が 生 ま れ、
そ れ が「 気 に か け 合 う 仲 」 と な っ て、
支えたり支えられたりする関係に発展
していくこと、こうした気にかけ合う
関係こそが、社会的孤立を防ぎ、安全・
安心な地域を支える基本であろうと思
っております。
本年４月、岡谷市では、第４次岡谷
市地域福祉計画の初年度がスタートい
たしました。
計 画 で は、 子 ど も か ら 高 齢 者 ま で、
全ての市民が、住み慣れた地域で安心
し て 暮 ら す た め に、「 と も に 支 え 合 う
地域づくり」を目指すとしております。
今後も、岡谷市が目指す地域福祉の
実現に向けて、本年度 策定予定の地
域福祉活動計画に基づき、行政、関係
機関、各種団体、地域の皆様と、より
一層連携・協力して、ともに支え合う
地域づくりに取り組んでまいります。

社協の情報はホームページでもご覧いただけます。www.okaya─shakyo.or.jp
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岡谷市高齢者クラブ連合会
カラオケ大会が行われました。
高齢者クラブでは、12 月 8 日（水）長野県
男女共同参画センター「あいとぴあ」において
カラオケ大会を開催しました。
46 名の方が思い思いの歌を披露しました。

あなたの入会を
みんなで
待っています！

歌が終わると、大きな拍手が送られました。
また、同じ地域の友人から花束を贈られてい
ました。

クラブ入会のお誘い
岡谷市高齢者
【加入については】
ご自分のお住まいのクラブ役員さんにおたずね頂く
か岡谷市社協（クラブ事務局）までご連絡下さい。
ＴＥＬ ２４－２１２１（諏訪湖ハイツ内）

福祉機器リサイクル 事業をご利用ください!
ご家庭で不要になった福祉機器はありませんか？ まだ使える… 捨てるには
もったいない… という時にリサイクル事業をご利用ください。必要な方へ情報を
提供し役立てていただきます。
《取扱品目》

車いす・シルバーカー・歩行器・シャワーベンチ等

※原則として未使用または清潔で利用可能な状態のものをご提供ください。
《リサイクル事業の流れ》

○シルバーカー

社協へ物品の登録をし、譲り受けたい方からの連絡を待ちます。
連絡が来たら当人同士で交渉していただき、物品のやり取りをしていただきます。
※市社協への物品登録期間は３カ月間とし、その間、物品は自己管理となります。
譲り受けたい方がいない場合もありますので、ご了承ください。

新型コロナウイルス

○シャワーベンチ
お譲りします。
詳細は、お電話または
ホームページをご確認
ください。

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、休
業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急
小口資金等の特例貸付を実施しています。
対象は 新型コロナウイルスの影響を受け、休業
等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計
維持のための貸付を必要とする世帯です。

すでに緊急小口資金の特例貸付を利用され
た方も、新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、日
常生活の維持が困難となっている世帯は、総
合支援資金の貸付を利用できる場合がありま
す。

詳細は、岡谷市社会福祉協議会（ http://www.okaya-shakyo.or.jp/ ）または、
長野県社会福祉協議会（ http://www.nsyakyo.or.jp/ ）のホームページを御覧ください。
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