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大北法人会白馬支部様より
介護用ベッドを寄贈して
頂きました。

２月 21 日、大北法人会白馬支部の宮
尾支部長より白馬村社協の横山会長に目
録が手渡されました。
デイサービスセンター岳の湯にて大切
に使わせて頂きます。ありがとうござい
ます。

新田の生まれで 26 の時に飯田にお嫁に
行ったよ。夏の田んぼや畑で作ったものを
冬の民宿のお客さんに出してたよ。居候の
学生さんや手伝いの人とよく働いたと思う。
今は毎日刺し子をして、周りの人にプレゼ
ントして喜ばれてるよ。

よこかわ

横川

みさを

さん

（95 歳）寅年の年女！

「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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実践しよう4R！
近年、環境問題の 1 つとして海に漂う極小のプラスチック（マイクロプラスチック）が注目されています。
プラスチックは「安価」で「安全」で「加工しやすい」などメリットも多いですが、一度海に流出すると回収が困
難になり、何十年も何百年も分解されることなく残ったままになり、生態系に影響を及ぼすようになります。
日本でも脱プラスチックの動きが活発になり、レジ袋の有料化やコーヒーチェーン店などでプラスチックストロー
の廃止などが始まっていますね。

■ ゴミ問題
プラスチックゴミ以外にもゴミに関わる問題はたくさんあり
ます。その一つがゴミの「量」です。技術が発達し、様々な物が
「安
価」に「大量」に「簡単」に手に入るようになりました。生活
が便利になった分、ゴミの量は格段に増えました。そのゴミを
処理するためには焼却や埋め立てなどが必要で、量が増えれば
その分環境に大きな負荷が掛かります。
ゴミの量を減らすため、国は循環型社会形成推進基本法という法律を定めています。その中で特に推奨されている
のが Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）で、これらは３つの頭文字から「3R」
（スリー
アール）と呼ばれることがあります。そして最近では、3R の前段として Refuse（リフューズ）を加えた「4R」
（フォー
アール）の考え方が広まりつつあります。
自然豊かな白馬村に住む私たち。この豊かな自然を守るためにどんなことができるでしょう。

■ 4Rとは？
Reduce（リデュース）＝ゴミの量を減らす

Refuse（リフューズ）
＝ゴミになる物を断る

●簡易包装の商品や詰め替え用品を選ぶ。
●使い捨てを避け長く使えるものを使う。
●食品を無駄なく食べたり、買いすぎない。

●レジ袋や割りばし、プラスプーンをもらわない。
●エコバックやマイ箸を持ち歩く。

Reuse（リユース）
＝そのままの形やリメイクして使う
●必要な人に譲ったり、フリーマーケットに出品する。
●着なくなった服をリメイクして、エコバックを作る。
●一升瓶やビール瓶、牛乳瓶の回収に協力する。

Recycle（リサイクル）
＝資源として利用する
●分別回収に協力する。
●リサイクル品を積極的に選択する。

リユースとリサイクルは、ゴミなど不要な物が発生した後の行動です。これに対してリフューズとリデュースは、
消費者が商品などを購入する際に環境を気にかけている点が大きく違います。購入時に不必要な物をできるだけ買わ
ないように断ったり、安さに釣られて買いすぎず必要な分だけ購入したりを意識する。これにより、ごみになるよう
な物を家庭に持ち込む可能性が少なくなります。
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■ 企業の取り組み
一方、企業でも様々な取り組みが行われています。
例えば航空会社の JAL では、機内食で提供するそばつゆを
ボトルでの提供からジュレに変更することで、
プラボトルを削
減したり、2020 年 11 月から深夜便で事前に機内食のキャン
セルをできるようにし、
フードロスを減らしたりと積極的に取り
組んでいます。
また、石川県のアクセサリーの制作販売のカエルデザイン合
同会社は、様々な障害を持つ人たちと海洋プラスチックやフ
ラワーロス（廃棄花）などを、素敵なアクセサリーにアップサ
イクルして販売しています。

▲JAL の不使用になったボトルとジュレを採用した機内

▲カエルデザインのアクセサリー

■ 長野県の取り組み
長野県は実は、ゴミ排出量の少なさランキングで６年連続“日本一”だそうです！
（H26 年度～Ｒ元年度の実績）長野県のゴミ削減についての取り組みなどは、
「信州ごみ
げんねっと」に詳しく載っていますので、ぜひ検索してみてください。
「信州ごみげんねっ
と」でも紹介されていますが、県はこれまでの宴会時の食品ロス（まだ食べられるのに
捨てられる食品）削減運動の「3010運動」を、コロナ禍での新たな「残さず食べよう！
30・10 運動」として PR しています。在宅勤務や会食の減少で、家庭での食事が増え
たので「毎月 30 日は冷蔵庫クリーンアップデーとして、冷蔵庫の中にある消費期限・賞
味期限間近な食材から使い、冷蔵庫をきれいにしよう、また、毎月 10 日はもったいない
クッキングデーとして、今まで捨てていた野菜の皮や茎などを使ってエコに料理しよう。」
という運動です。食品ロス全体の約 45％は家庭から出ているそうです。４ R のリデュー
ながのけんリサイクル
キャラクター「クルるん」 スを意識し、買いすぎない、作りすぎないなどできることから始めましょう。

■ 白馬村社協で回収しているもの
捨ててしまえばゴミになる物でも、他の人にとっては資源となることがあります。社協でも下記の物を集めていますの
で、ご協力をお願いします。

● 書き損じはがき

● 食器・衣料品

年賀状など余っていませんか？切手に交

ふれあいセンターの入り口には、ボランティアグループ

換し、郵送料の貴重な財源となります。

「あーす隊」による食器と衣料品のリユースコーナーがあ
ります。回収日がありますので、勝手に置いていかない

● 使用済み切手

でくださいね！今度の回収日は令和 4 年 3 月 29 日（火）

切手収集家などに売却され、海外での植

10：30 ～ 11：30 ふれあいセンター入り口です。

林や教科書代、国内の動物福祉などに役
立てられます。

● ペットボトルキャップ
リサイクル業者に売却され、海外でのワ
クチン接種の費用になります。

● 使用済みホッカイロ
中身を利用し、国内で水質の改善に
役立てられます。
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ご協力ありがとうございます
社協会費

社協活動を支える貴重な財源として活用させていただいております。

令和3年度実績
（令和4年2月末現在）

◆普通会費

1,434,000円（1,434世帯）

◆賛助会費

270,000円（27名）

◆特別会費

390,000円（37社）

■特別会費協力企業（37 社）
㈱白馬硝子店（3口） 白馬綜合開発㈱
姫川建設㈱
大北農協白馬支所
㈱白馬館
㈱落田
㈱五竜
㈱大糸
白馬三洋加工紙㈱
㈱宮尾建設
（有）彦工務店
㈱カザマ
セブンイレブン神城店 ㈱白馬平林建設
（有）マイテカル
㈱リホーム白馬
（有）宮田電気商会
（有）吉田建設
THE NORTH FACE GRAVITY HAKUBA

赤い羽根共同募金

オーブス㈱
白馬ひふみ
信光石油㈱白馬営業所
ホテルシェラリゾート白馬
八方尾根スキースクール
JR 東日本白馬駅
白馬ハイランドホテル
(財)八方振興会
㈱白馬フォーティセブン

白馬陸運㈱
（有）池田建設
（有）白馬カーホーラム
A・コープ白馬店（ハピア）
㈱スパイシー
NPO 法人白馬の風
（有）横川建設
アルプス第一交通㈱白馬営業所
八方尾根観光協会
（順不同・敬称略）

募金の約7割は白馬村で高齢者への季節の配食弁当行事や、貸出用の車いすの整備
などに使われ、約3割は長野県内の社会福祉事業などに活用されます。

令和３年実績

1,392,550円 （令和４年２月末現在）

■募金協力企業（18 社）
㈱太田造園
㈱白馬平林建設
（有）彦工務店
㈱落田
㈱カザマ
オーブス㈱
㈱五竜
㈱大糸
白馬綜合開発㈱みそら野管理事務所

姫川建設㈱
（有）宮田電気商会
大北農協白馬支所
さくら不動産㈱
（有）吉田建設
㈱白馬館
信光石油㈱白馬営業所
ホテルシェラリゾート白馬
アルプス第一交通㈱白馬営業所
（順不同・敬称略）

■募金箱設置協力店（村内 3 店舗）
ザ・ビッグ白馬店

日赤活動資金

デリシア白馬店

A・コープ白馬店（ハピア）

（順不同・敬称略）

日本赤十字社が行う災害救護や、救急法等の講習普及、青少年赤十字など様々な活動に
活用されています。

令和３年度実績

1,017,400円 （令和４年２月末現在）

来年度も引き続きご理解とご協力をお願い致します。
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ボランティア活動中の万が一に備えて

「ボランティア活動保険」のご案内

令和4年度

【補償期間】

令和４年４月１日～令和５年３月31日
基本プラン

ケガの補償

死亡保険

1,040万円

後遺症障害保険

1,040万円
（限度額）

入院保険金日額

6,500円

手術
保険金

入院中の手術

65,000円

外来の手術

32,500円
4,000円

特定感染症

補償開始日から10日以内は補償対象外 初日から補償
×

○

賠償責任保険料（対人・対物共通）

白馬村社会福祉協議会

○

５憶円
（限度額）

年間保険料

問合せ先

特定感染症重点プラン
を新設し、新型コロナ
ウイルス感染症への補
償を拡充します。

通院保険金日額

地震・噴火・津波によるケガ
賠償の補償

天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン

350円

500円

助成金（1名200円）
もご用意しております。
ご活用ください。

550円

TEL：0261-72-7230

FAX：0261-72-7003

ベルマークを寄贈しました
ふれあいセンターにお寄せいただいたベルマークを、公益財団法人
ベルマーク教育助成財団へ寄贈しました。

1

■ベルマークを集めて学校を応援しよう
ベルマーク運動は食料品や日用品についている「ベルマーク」
を集めて送ると、学校の設備や教材などを購入できるだけでなく、
様々な教育援助にもつながる運動です。学校単位や公民館などの
施設・団体単位で参加する仕組みですが、運動に参加していない
個人やグループなどでも、マークを集めて贈ることで地域の学校
などを応援することができます。
児童・生徒数の減少でベルマーク集めに苦労している学校もあ
ります。とくにへき地の小規模校や特別支援学校（養護学校、盲
学校、ろう学校）では、なかなか集まりません。そうした学校にとっ
ては、わずかなマークでも大歓迎でしょう。ベルマークは、マーク
集めから始まる気軽に参加できるボランティアです。

■ベルマークを集めたら

▲ベルマーク教育助成財団からのお礼状

寄贈の際はベルマーク番号
別に分けていただくと
助かります

集めたベルマークは、応援したい参加学校に直接贈ると、その学校の預金になり備品購入
の助けとなります。送り先が決まっていない場合は、ベルマーク教育助成財団に直接贈るか、
ふれあいセンター 1階の回収箱にお持ちください。へき地の参加学校や特別支援学校、災害
被災校など支援が必要な全国の学校に寄贈されます。
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生活や就労などでお困りの方の総合的な支援を行います
生 活 就 労支 援 セ ン タ ー

まいさぽ

相談無料
秘密厳守

「まいさぽ」は、生活困窮者自立支援法に基づき、県及び各市が設置している自立相談支援機関です。
支援員が相談者の課題を把握し、相談者の状況に応じた支援プランを立てながらさまざまな支援を行います。

困りごとは人それぞれ…

まいさぽがどんな相談も受けとめます
家計の悩み

仕事の悩み
仕事を探しているけどなかなか就職できない。
働きたいけど自信がない。
仕事が長続きしない。

家賃が払えないので家を出なければいけないかも。
ライフラインが止められそう。
子どもの就学費用が払えるか不安。
食べるものや着るものが買えない。

生活の悩み

健康の悩み

生活のリズムをうまく作ることが出来ない。
長く引きこもっていたので人と関わることに不安
がある。
今のままでは将来が不安。

持病を抱えながら働いていけるか不安。
病院に行きたいけどお金がない。

●対象者

生活に困っている方は、誰でも相談できます。ただし、生活保護受給中の方は対象外です。

●ご相談の流れ

受けとめます

整えます

支援します

継続的に

あなたの悩みに寄
り添いお話をお聞
きします

困 っ て い る こ と、
課題となっている
ことを整理します

解決に向けて支援
プランを立て、支
援を行います

支援を
行います

一人で悩まず、まずはご相談ください
一緒に問題解決の方法を考えましょう
ご 相 談

・

お 問 合 せ

長野県・大町市生活就労支援センター
〒398-0002
大町市大町 1129 大町市総合福祉センター 1 階
【相談受付時間】9:30 ～ 17:00 月～金 (休日を除く)

―6―

まいさぽ大町
☎ 0261-22-7083
FAX 0261-22-7071

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『 ごみ 』
指を曲げた右手の指先で、開いた左手の

福島有里子 -Mitten- 様 ・・・・・1,000 円

ひらをトントンと叩きます。

白馬商工会青年部 様・・・・・・・5,000 円
白馬オーガニックマーケット事務局 様・・寄付金
胡座屋 様 ・・・・・・・・・・・・・寄付金
吉澤勝 様 ・・・・・・・・・・・・・玄米 30 ㎏
大北法人会白馬支部 様 ・・・・・介護用ベッド一式
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000 円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000 円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・タオル 396 枚
（順不同）

福祉・介護に熱意のある方大歓迎！

社 協 職 員 募 集 中！
人の役に立つ仕事、人に喜ばれる仕事です。
経験や資格を活かして

令和４年度

みませんか？

弁護士無料法律相談のご案内
●開設日

連絡お待ちしてます！

・令和 4 年 4 月 12 日（火）
・令和 4 年７月 12 日（火）
・令和４年 11 月８日（火）
・令和 5 年 2 月 14 日（火）

●時

間

13：00 ～ 15：00（1 人 30 分）

●場

所

白馬村保健福祉ふれあいセンター
2階

■就業場所

白馬村社協ヘルパーステーション

■職

種

訪問介護員（正職員）

■年

齢

45 歳未満（お問い合わせください）

■必要な免許及び資格

ボランティアルーム
事前に予約が必要です！

介護福祉士

■就業場所

白馬村社協デイサービスセンター

■職

① 看護師 （臨時・パート）

種

② 介護職員（臨時・パート）
■年

相談無料

齢

不問

■必要な免許及び資格
① 看護師又は准看護師

秘密厳守

② 介護福祉士

詳しくはホームページをご覧いただくか、白馬村
社会福祉協議会へお問い合わせください。

申込み
問合せ

白馬村社会福祉協議会

☎0261-72-7230 (FAX 0261-72-7003)
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▲玄関で迎えてくれるのは、みんな
で作ったトラです！折り紙を小さく
ちぎり、丁寧に糊付けしました。

▲年男・年女の皆さん

クリスマス

オカリナ風の音

千波先生

長沢先生

コロナ禍でボランティアさんに来ていただくこと
が難しい状況が続いていましたが、12 月のクリス
マス週間は久しぶりにボランティアさんに協力いた
だき、楽しいいひと時を過ごしました。
マスクや換気などの感染症対策をしっかりしなが
ら、歌や演奏を楽しみ、いつもよりちょっと豪華な
ランチと素敵なプレゼントに笑顔のみなさんでし
クリスマスランチ

書初め

た。

クリスマスプレゼントは
写真立てをもらったよ。

まゆ玉

節分

昨年は年始の行事が思うように出来ませんでしたが、今年は工夫をしながら
「書初め」「まゆ玉づくり」「節分」などの行事を楽しんでもらいました。みなさ
ん昔を懐かしんで嬉しそうな表情をされていました。
コロナ禍でも季節の行事は大切にしていきたいですね。
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