
 

 
（１）        社協だより「がじゅまる」  令和元年１０月１日発行 

  社会福祉法人 

小笠原村社会福祉協議会 
◇昭和５１年７月１５日 第１号発行◇ 

 

〒100-2101小笠原村父島字奥村 

    小笠原村地域福祉センター内 
TEL 04998-2-2486FAX 04998-2-3400 

E-mail:shakyo-chichijima@h5.dion.ne.jp 

〒100-2211小笠原村母島字元地 
    母島村民会館内２F 母島事務局 

 TEL&FAX 04998-3-2188 

 E-mail:shakyo-hahajima@h5.dion.ne.jp 

URL:http://www.ogasawara-shakyo.jp が じ ゅ ま る  
◇ 社協は、みなさまの会費・ご寄付・村の補助金・委託金などで運営されています ◇ 

Ｎｏ．１５１ 

 １０月１日からはじまる共同募金運動

は、みなさまに支えられ、今年で７３回

目を迎えます。赤い羽根共同募金は、地

域福祉を推進するための運動です。  

 今年もご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

*集められた募金は、地域福祉のために配分さ

れます。小笠原には、今年は母島用に「かん

たんテント（４本足）」をいただきました。

その他これまで、紅白幕、クーラーボック

ス、刈払機、車両などをいただいており、村

民のみなさまのために活用されています。  

赤い羽根共同募金運動への 

     ご協力をお願いします 

 ＊共同募金への寄付金は 

   税制上の優遇措置を受けられます＊ 

 

東京都共同募金会委員  

   小笠原支庁長 鈴木 朋範 

東京都共同募金会 小笠原村地区協力会   

       会長 菊池 聰彦 

ちびっこクラブも無償化に 

 子ども子育て支援法の一部改正により、全

国で１０月１日から幼児期の教育・保育を行

う施設の利用に関する無償化が実施されま

す。 

 国は、子育て世帯を応援し、社会保障を全

世代型へ抜本的に変

えるため、消費税率

引上げ時に併せて、

一気に制度改正をし

ました。 

 小笠原村では、父島保育園・母島保育

園・ちびっこクラブの利用料が全員無償

化されます。 

 ますます子育てにやさしい社会になり

ます。自然環境の豊かな小笠原で、健や

かに子育てを楽しんでいただきたいと願

います。  

 

  お問合せ 社協 ２－２４８６ 
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 父島において、未就学児の一時預かり

保育事業を昨年より実施しています。 

例えば、 

*急な仕事が入ったとき 

*保護者の体調が優れないとき 

*子育てのひとやすみ 

など、様々な場合にお預かりします。 

 育児に困難を感じているご家庭の保護

者の負担軽減および子どもの健全育成に

資することを目的にしています。 

 お気軽にご相談ください。 

      

【利用対象】村内に在住する方 

【対象児童】未就学児 

【利用時間】平日午前９時～午後５時まで   

の４時間以内 

【利用料金】１時間あたり８００円 

      以後３０分ごと４００円 

【場所】地域福祉センターや利用者宅など 
 

 利用にあたっては、 

 ①まず利用登録します。 

 ②希望日が決まったら、１ヶ月前～前日

までに事前打ち合わせ（面接）を行い、 

 利用申込書をご提出ください。 
 

   ※スタッフの配置状況により、 

    お預かりできない場合もあります。 

    ご了承ください。               

【父島】一時預かり事業 

 「めかじきっず」について 

お問合せ 社協 ２－２４８６ 

ご不用の食材募集！ 

 「家では食べきれない」「いただきもの

が残ってしまう」そうした食料品はありま

せんか？缶詰、乾麺、調味料、インスタン

トコーヒーなどを、父島の居場所づくり事

業および母島のフードバンク事業などで、

活用させてください。 

 食べられるものを廃棄するのは「もった

いない！」ご協力よろしくお願いいたしま

す。（賞味期限内、未開封のものに限る） 

ボランティア急募！ 

★食事サービスボランティア 

 高齢者に毎週土曜日の夕方にお弁当を届

ける活動です。ボランティアさんの協力に

より実施しています。２ヶ月に１～２回程

度の活動です。 

 父島・母島ともに人手が不足していま

す。 

 社会に役立つ活動は、自分の生活を豊か

にしてくれます。興味のある方は、ぜひお

問い合わせください。 

 ①調理 土曜日午後 

    （父島１５食、母島１０食程度） 

 ②配達 土曜日午後４時～ 

お問合せ 社協 ２－２４８６ 

３－２１８８ 
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◆夏休みラジオ体操 

【父島】８月１日～３１日 

  場所：①水産センター横 公用岸壁 

     ②扇浦交流センター裏 駐車場 

 皆勤賞：こども16名、大人6名 

 参加者：延2,074名、１日平均66.9名 

 

 ボランティアで毎朝来ていただいたス

タッフのみなさん、どうもありがとうござ

いました！今年は台風が多く、曇りの日が

多かったですね。お休みにした日もありま

した。でも早起きして、朝から元気に挨拶

をするのは気持ちがよかったですね！ 

８～９月 行事の報告 

◆小笠原諸島戦没者追悼式典 

【父島】８月１５日 午後５時～ 

場 所：地域福祉センター多目的ホール 

参加者：９７名 

 

 戦後７４年を迎えました。今年も高校

生の平和の誓いの言葉に、改めて戦争の

ない恒久平和を誓いました。 

 一般の方の参列も可能です。ぜひ、子

どもたちもご参加ください。 

◆敬老大会 

【父島】９月１６日 午前１１時～ 

  場 所：地域福祉センター 

  参加者：招待３６名、来賓２１名 

 

 父島ご長寿横綱は１０５才の戸所サト

さんです。おめでとうございます！ 

 ７０歳以上の方を対象に、ご

招待しております。ぜひ来年も

たくさんの方にお集まりいただ

きたいです。 

◆敬老の日の集い 

【母島】９月１６日 午後５時～ 

  場 所：母島村民会館 

  参加者：招待１５名、来賓２１名 

 

 保育園児の歌や勇壮な和太鼓など、

和やかな雰囲気でした。普段なか

なか会えない方と久しぶりに会っ

て笑顔がみられたのがうれしい会

でした。 

【母島】８月１日～８月３１日 

 場所：母島小中学校校庭 

 皆勤賞：こども0名、大人5名 

 参加者：延887名、１日平均33.8名 

 

 雨にも負けず、風にも負けず、台風の

日もがんばりました！ 

【母島】８月１５日 午前１１時５０分～ 

 場 所：母島村民会館体育室 

 参加者：４１名 
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香典返しの一部を社協のために 

 伊豆 吉英         ５０,０００円 

社協のために 

 遠山 裕之         １０,０００円 

 都立瑞穂農芸高等学校     ３,０００円 

戦没者追悼式のために   

 小笠原村官公所長会     １５,０００円 

 匿 名           ５０,０００円 

ラジオ体操の景品として 

 TOMATON パッションフルーツクッキー 

地域福祉のために 

 吉田 一心           米３０㎏ 

ちびっこクラブのために 

 加藤 孝志         木製遊具４点 

 石丸 良宏     ミニＫＡＫＡ２セット  

父島図書室のために 

 図書室をよくする会       書籍４冊 

父島「敬老大会」のお祝金として 

 小笠原総合事務所長 永井克典 

               １０,０００円 

 東京都小笠原支庁長 鈴木朋範 ５,０００円 

 海上自衛隊父島基地分遣隊長 上山修司 

                ５,０００円 

 

 小笠原警察署長 田中 國博  ５,０００円 

 小笠原村教育委員会教育長 松本隆 

                ５,０００円 

母島「敬老の日の集い」のお祝金として  

 小笠原支庁母島出張所長 土屋義和 

                ５,０００円 

  

 母島駐在所長 篠田 直人   ５,０００円 

 母島小中学校長 新妻 茂   ５,０００円 

 母島小学校副校長 中岡 理和 ５,０００円 

 母島中学校副校長 西 伸一郎 ５,０００円 

  

 母島壮年会長 佐々木 彰  １０,０００円 

 母島青年会長 宮城 雅司   ５,０００円 

 母島診療所 松平 慶     ５,０００円  

 小笠原村教育委員会教育長 松本隆 

                ５,０００円 

 小笠原村教育委員長職務代理者 綱島修 

                ５,０００円 

 

お心をお寄せいただいた方々   【令和元年６月～９月】（敬称略・順不同） 

ちびっこクラブ運動会の開催 

 

  １０月２０日（日） 

  午前９時から１２時まで 

  おまつり広場にて 

  （雨天時自衛隊体育館にて行います）  

◆今年のテーマは「 世 界 」 

 こどもたちが世界中をめぐります。 

 応援にきてください！！ 

はぴはぴきっず主催の０～２才児向け競技もあります！ 

１０時過ぎスタートの予定です。みんな、来てね～！ 


