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シニアクラブ 健康教室ウォーキング
～白馬五竜高山植物園～

シニアクラブの健康教室が、紅葉が見頃な五竜高山植物園で開催されました。どんどん歩いたり、ガイド
さんの説明を聞きながらゆっくり植物を見たり、それぞれのペースで楽しみました。

ふるはた

たか じ

降籏

隆司

若い頃大工の親方に誘われ、勉強して二級
建築士の資格を取って大工になった。小さ
い建物は設計もして、大きな現場は管理も
任されたけど、多くの職人をまとめるのは
大変だったよ。
今年 94 歳。今も青鬼で元気にやってるよ。

さん

（94 歳）

「そ・ら・ら」の題字を書いてみませんか？ 白馬村社会福祉協議会までご連絡ください！
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青少年育成村民大会＆社会福祉大会

開催

住民の皆さまに、福祉に対する関心と理解を深めてい
ただくため、毎年開催している「白馬村社会福祉大会」
を 10 月 23 日にウイング 21 で開催しました。
今年も新型コロナウイルス感染防止のため大会の規模
を縮小し、福祉表彰のみを青少年村民育成大会と併せて
の開催となりました。
福祉表彰は、村の社会福祉に功労のあった方や社会福
祉活動に協力援助した方に対して行われます。

青少年育成村民大会は、未来を担う青少年が心豊かに
たくましく、健全に育成するために開催されています。
例年、中学生の意見文発表や講演会などが行われ、今
年の講演会の講師は高橋教育研究所教育アナリストの高
橋一彦氏でした。コロナの影響で一気に加速した授業の
デジタル化や、アプリで一流の塾講師による授業がいつ
でも誰でも簡単に受けられるようになったなど、時代の
変化を感じる内容でした。

がんばりやさん、クロスロード白馬さんによる販売も行われました。

令和３年度 社会福祉表彰（敬称略）
＜表彰状＞
団体役員（1名） 下川辰男
介護者（1名）
柏原正直
ボランティア団体（2団体）
木流川と親しむ会
ごみ減量チーム白馬あーす隊

＜感謝状＞
寄付（2団体）
白馬村シニアクラブ
株式会社白馬フォーティセブン

会場で実施した「赤い羽根共同募金」へも多くのご協力をいた
だき、ありがとうございました。
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大北ボランティアフォーラム 開催報告
10 月 4 日に、第22回大北ブロック地域活動フォーラムが開催されま
した。
今年も昨年同様に、オンラインで 5 市町村をつなぎ、池田町のゴム
体操グループの活動紹介や日本笑顔プロジェクトの林氏の講演などが
行われました。
オンライン開催ではありましたが、それぞれの会場で一緒に体を伸
ばしたり、色画用紙を使って林氏とコミュニケーションを取ったり、
聴くだけではなく「体験・参加」するフォーラムとなりました。

◎平時を楽しみ有事に備える
日本笑顔プロジェクトが、昨年小布施町に開
設した「nuovo( ノーボ )」は、近年頻発する
自然災害に楽しく備えるためのアミューズメン
トパークで、重機の操縦体験や資格講習会など
を随時開催しているそうです。フォーラムに参
加した皆さんも非常に興味を持っていました。
日本笑顔プロジェクトの活動を詳しく知りた
い方、支援したい方はぜひ「日本笑顔プロジェ
クト」で検索してみてください！

◎フェイスブックで地域活動を紹介します！
大北5市町村の社協では「大北笑顔プロジェクト」というFacebookページを期
間限定で開設しています。コロナ禍でも身近な地域活動を知ってもらい、笑顔の輪
を広げましょう。開設期間は令和３年12月までです。紹介させていただける地域活
動団体の方は、社協までお声掛けください！

大北笑顔
プロジェクト

ボランティア研修会のお知らせ

ドキュメンタリー映画「道草」上映会
●ストーリー
暮らしの場所を限られてきた人たちがいる。
自閉症と重度の知的障害があり、自傷・他害といった行
動障害がある人。世間との間に線を引かれ、囲いの内へと
隔てられた。そんな世界の閉塞を、軽やかなステップが突
き破る。東京の街角で、介護者付きのひとり暮らしを送る
人たち。タンポポの綿毛をとばし ブランコに揺られ、季
節を闊歩する。介護者とのせめぎ合いはユーモラスで、時
にシリアスだ。叫び、振り下ろされる拳に伝え難い思いが
にじむ。関わることはしんどい。けど、関わらなくなること
で私たちは縮む。だから人はまた、人に近づいていく。

◆日

時

12月22日（水） 13：30～15：05（95分）
しし ど

◆監

督

◆場

所

ウィング21ホール

だいすけ

宍戸 大裕

◆入 場 料

無料

※バリアフリー字幕付き
※音声ガイド付き上映も可能です。ご希望の方は11/30までに社協へ「音声ガイド希望」とお申込みください。

【お問合せ・申込み】 白馬村社会福祉協議会

TEL0261-72-7230 / FAX0261-72-7003
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皆さんの子育てを応援します！

子育て支援ルーム

子育て支援ルームには、天候に関係なく親子で自由に遊べる遊具や、同年代のお子さんとの出会い、仕事や
通院、冠婚葬祭時のお子さんの預け先など、子育て世代に必要なモノがたくさんあります。

自由利用
対

象：主に就学前までのお子さんと保護者
※お父さん、祖父母の方もぜひご利用ください！
開設時間：午前9：30～12：00、午後13：00～16：00
（土曜日、祝日はお休み）

自由利用時間に様々なイベントもあり、親子で楽しむ
ことができます。10 月はサツマイモの収穫や製作活動、
音喜楽（おきらく）Boys さんのバイオリンとチェロの
コンサートなどがありました。コンサートは途中でも出
入りが自由だったり、鑑賞中に動き回っても大丈夫だっ
たり小さいお子さんとも気軽に参加できる雰囲気でした。

コンサートの様子：間近で本物の音を体験。曲もクラッシックや
トトロ、アンパンマンなど親子で楽しめる内容でした。

遊具の一例：小さい子用のおもちゃやおままごとキッチン、写真に
は写って無いですが、登り棒やトランポリンなどもあります。

様々な遊具やおもちゃがあり、月齢に合ったもので、無
料で遊べます。旧保育園の建物を利用しているので、広 製作の様子：親子で製作。手形アート、染め紙のサツマイモ作りを体
いホールや小さなトイレなどもあります。
験。支援ルームの職員が必要なものを用意し、手伝ってくれます。

一時保育
対

象：村内に住民票のある生後 10 ヶ月～就学前ま
でのお子さん
※満 10 ヶ月を過ぎた翌月１日から利用が可能です。
開設時間：通常 8：30 ～ 5：00（年末年始はお休み）
利用料金：3 歳未満児 … 1 時間 300 円
3 歳以上児 … 1 時間 150 円
一時保育の保育室：広い教室にロッカー、トイレ、おもちゃなどがあ
※４月１日時点の年齢です。誕生日が来ても年度途中 ります。天気の良い日は外遊びやお散歩にも出掛けます。
で料金は変わりません。
利用する皆さんにも検温や
利用方法：年度毎に事前に利用申し込み用紙の提出が必
消毒に協力して頂きなが
要。その後、利用日を予約して利用可能にな
ら、安心して遊べる空間を
ります。
用意しているそうです。コ
※初めて利用する際には、余裕を持ってご相談ください。
ロナ禍で孤独になりがちな
子 育 て。ぜ ひ 子 育 て 支 援
その他、詳しい内容などは子育て支援ルームにお問合せ
ルームに遊びに行ってみて
ください。
庭の遊具：外の遊具はいつでも誰
ください♪
でも遊べます。

【お問合せ・相談】白馬村子育て支援ルーム TEL 0261-72-3025
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白馬村乗合タクシー（予約型）

乗降場所は
村内どこでも

白馬ふれ愛号

ＯＫ！

利用対象者
村内に住所を有する方で次の項目に該当し、ご自分で（付添人の力を借りて）乗降できる方
・50歳以上の方
・妊娠中の方
・母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等
・生活保護法に基づく被保護者世帯
・身体障害手帳及び療育手帳又は精神障害者
保健福祉手帳を所持する方

・障害基礎年金等の受給者
・介護保険法に規定する要介護認定者及び
要支援認定者
・これらの者に付き添う方
高齢者だけでなく幅広い方にご利用いただけます！

ご利用方法
１.事前登録

２.予約
予約センターに電話予約します。
ご利用日の2日前（土日祝日を除く）から
出発時間の30分前まで（始発便は前日まで）
に予約が必要となります。

事前登録が必要です。
登録をご希望の方は白馬村役場健康
福祉課へお問い合わせください。

白馬村乗合タクシー予約センター

３.乗車・料金の支払い

☎ 0261-71-1111
（受付時間）平日8：30～17：00

予約された場所までお迎えに行きます。
乗車時に利用料金を支払ってください。
料

村内全域

1乗車

電話で以下の内容をお伝えください。
①お名前
②利用する日、時間（いつ、何時の便なのか）
③乗車場所 （どこから乗るのか）
④目的地 （どこで降りるのか）

300円

（付添人、未就学児は無料）

金

回数券

1冊（11回）3,000円

役場健康福祉課または車内で販売しています。

※予約の変更やキャンセルは、すぐに予約センターに
連絡してください。

目的地に向かう途中、別の利用者のお宅や目的地も順番
に回りながら移動します。

運行時刻

※複数人で乗り合わせますので、待ち時間や到着時間が毎回
異なります。時間に十分余裕をもってご利用ください。

平日のみ運行
（土日祝日・年末年始（12/29～1/3）は運休）

運転免許証の自主返納を応援します
●「取消通知書」で3冊（33枚）交付！
（お一人様1回限り）
※取消通知書に記載されている日付から1年以内。

●「運転経歴証明書」で回数券がいつでも半額！
※車内での販売はしません。役場健康福祉課で購入
してください。

申込み・お問合せ先

白馬村役場 健康福祉課 ☎ 0261-85-0713

出発時間

予約の締切時間

8：15

前日までに予約

9：15

8：45までに予約

10：30

10：00までに予約

11：30

11：00までに予約

12：40

12：10までに予約

13：40

13：10までに予約

15：00

14：30までに予約

16：00

15：30までに予約

※時刻表の時間は最初に乗車する方の時間の目安です。
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ボランティア通信

発行：2021年11月
白馬村ボランティア連絡協議会

NO.14

以前まで別で発行していたボランティア通信
「たんとん♪」を、今回からそ・ら・ら内に掲載
させていただく形としました。

木流川散策＆交流会
10 月 20 日に木流川周辺で、会員の交流会を開催しました。当日は
雨模様でしたが、川のせせらぎを聞いたり、植物を見たりしながら散
策し、後半は自然物を使用したリース作りを行いました。
散策の案内やリース作りを教えてくださったのは、ボラ連に加入し
ている「木流川と親しむ会」の方々でした。参加者は 12 名で、グルー
プを超えて会話を弾ませ、交流していました。
「開催日はあいにくの雨でしたが、木流川の方の協力で、散策もリー
ス作りも無事にできました。特にリース作りは材料などすべて用意し
て頂き、おんぶに抱っこでしたが、和気あいあいと楽しかったです。
自然豊かな里山風景を、いつまでも大切にし
ていきたいですね。
ありがとうございました。」
（ボランティア連絡協議会会長 山本彰子）

ボランティア連絡協議会ってどんな会？
白馬村ボランティア連絡協議会は、村内で活動するボランティアグループや個人の方々が加入し、グ
ループの枠を超え交流会や研修会、特別老人ホーム白嶺の花壇整備などを行っています。「ボランティ
アをしてみたい！」「どんなグループがあるの？」「私たちの活動をもっと多くの人に知ってもらいた
い」など、お気軽にボラ連事務局までお問合せください。

↑過去の活動の様子

左から

北尾根高原交流会、ボランティアとこころのケア研修会、白嶺花壇整備

お問い合せ
白馬村ボランティア連絡協議会 事務局 （白馬村社会福祉協議会内）

TEL 0261-72-7230

/
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FAX

0261-72-7003

ありがとうございます
ご寄付をいただきました。大切に使わせていただきます。

テーマ『 寒い・冬 』

安曇野急行 様 ・・・・・・・100,000 円

両手こぶしを握り、左右にふるわせる。

吉沢てる子 様 ・・・・・・・毛糸 1 ㎏
㈲ 丸石 太谷雅彦 様 ・・・白米 20 ㎏ 3 袋
㈲ ティーエム 様 ・・・・・白米 30 ㎏ 3 袋
匿名・・・・・・・・・・・・・白米 30 ㎏ 4 袋
（順不同）

ゆずってください
ご家庭等で不要となったものがありましたら
岳の湯へご寄付いただけませんか？

薄手の毛布
（未使用または新品同様のもの）
問 合せ

令和 3 年度

社協デイサービスセンター岳の湯
☎0261-85-0201

大北地域心配ごと相談日程表

11月
市町村

開設日

相談内容

時 間

場 所

問い合わせ先

大町市

11月29日(月)

心配ごと相談
司法書士相談

13:00～16:00
13:00～15:00

大町市総合福祉
センタ ー

大町市社協
☎0261-22-1501

開設日

相談内容

時 間

場 所

問い合わせ先

12月
市町村
白馬村

12月10日(金） 人権 心配ごと相談

13:00～16:00

白馬村保健福祉
ふれあいセンタ ー

白馬村社協
☎0261-72-7230

大町市

12月13日(月）
12月27日(月）

心配ごと相談
司法書士相談

13:00～16:00
13:00～15:00

大町市総合福祉
センタ ー

大町市社協
☎0261-22-1501

市町村

開設日

相談内容

時 間

場 所

問い合わせ先

白馬村

１ 月12日(水）

心配ごと相談

13:00～15:00

白馬村保健福祉
ふれあいセンタ ー

白馬村社協
☎0261-72-7230

大町市

１ 月17日(月）

心配ごと相談
司法書士相談

13:00～16:00
13:00～15:00

大町市総合福祉
センタ ー

大町市社協
☎0261-22-1501

１月

※池田町社協 (☎0261-62-9544）、 松川村社協 (☎0261-62-9000） でも相談所を開設し ています。

●相談は全て無料です
●相談内容は全て守られます

●他の地域でも相談できます
●お問合せは各社会福祉協議会へ
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敬老週間
令和 3 年 9 月 20 ～ 24 日
コロナを吹き飛ばすくらい元気いっぱいな岳の湯ご利用者様。
そんな元気な皆様へ、ささやかではありますが敬老のお祝いを
させていただきました。

御祝い色紙と
プレゼント贈呈

いつまでもお元気で
今を楽しく過ごしましょう

お祝いのカードとボランティ
アさん手造りの可愛いお人形
を、1 人ずつ下川局長より手

スタッフによる出し物

渡していただきました。

「サザエさん体操」を披露しました。誰が
誰だか分かるかな！？

箱の中身は
何だろう？
ゲーム
おっかなびっくり
触って中身を当て
ました。

御祝い膳

火災を想定した避難訓練を行いま
した。利用者さんはヘルメットを
かぶりスタッフの誘導で避難しま
した。
いつどこで何が起こるかわかりま
せん。備えあれば憂いなしですね。
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