
いいたて社協だより

第５３号 わ く わ く

１００人登録達成！

サポートセンター「つながっぺ」記念セレモニー
（５月１６日）関連記事は５ページに掲載。

祝
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　平成２３年３月１１日の東日本大震災及び東京電力原発事故から７年が経過しました。
　平成２９年３月３１日に、帰還困難区域を除き避難指示が解除になり帰村が始まり、平成２９年
４月１日の帰村率は３％（約２００人・９０世帯）、平成３０年 4 月１日現在では１2％（約 650 人・
315 世帯）に達しています。
　避難生活の長期化は、家族が分離しながらやむを得ず避難生活をつづける方、避難先で生活再建
をすすめる方など、一人ひとりの生活スタイルに大きな変化を及ぼしています。
　このような状況を鑑み、帰村する村民にはサポートセンター「つながっぺ」を拠点として、集い
の場（サロン）を提供して、地域コミュニティづくりや生きがいづくりを進めます。在宅訪問やサ
ロンへの送迎等も行い、孤立することのないように社会参画への支援に努めます。
　やむを得ず避難生活を続ける村民には、見守り訪問活動を継続し、安心して生活できるよう一人
ひとりの状況に応じた支援活動を展開します。
　そして、生活を再建する方が地域に溶け込めるように、その地域の社会福祉協議会と連携しなが
ら生活支援を行います。
　また、村内の福祉団体やボランティア団体と連携しながら、自立した社会生活が営めるように、
共助活動を推進し日常生活支援（お助け合い事業等）を充実させます。
　これらの事業を展開しながら、地域福祉ニーズを的確に捉え、“ みんなが生き生きと　安心して
暮らせる地域・環境づくり ” を目指します。
一人ひとりが、生きがいを持ち続け、住み慣れた地域でお互いに協力しながら社会生活ができるよ
うに支援をします。

　現在の組織・職員体制は、総務部、避難者支援部、サポートセンター部に職員を配置し、事業を
展開しています。各部の主な業務内容は、次のとおりです。

平成 30年度の運営方針

職員の体制について

会　長

副会長

事務局長

評議員

①総務部

・運営事務全般
・地域福祉活動全般
・地域福祉団体育成事業

・避難者見守り相談事業
・避難先サロン事業

・地域福祉生活支援事業
・地域ｺﾐｭﾆﾃｨ支援事業
・ボランティア支援事業
・食事、送迎サービス

②避難者支援部 ③サポートセンター部

役員（理事・監事）
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※主な事業は、共同募金会からの配分金（平成 29年度募金）が役立てられています。

平成３０年度の事業計画
№ 事　業　名 趣　旨・目　的

1 サポートセンター
　「つながっぺ」運営事業

サロン（集い・交流の場）を提供することで、孤立防止対策
を図ります。また、交流（趣味や特技等）することで地域コミュ
ニティ形成を促し、生きがいづくりに貢献します。また、在
宅訪問等も行います。

2 コミュニティ形成事業
日常生活支援を地域住民が支え合うことにより、お互いさま

（までいの共助）を広め、地域コミュニティ維持形成につなげ
ます。

3 家族介護者支援交流事業 高齢者等を介護している家族に対し、家族の身体的、精神的
負担を軽減し、心身のリフレッシュを図ります。

4 生活支援相談員等配置事業

村民が安心して自立した生活が送れるよう見守り訪問による
支援（個別支援）活動を展開するとともに、住民同士のつな
がりや交流の促進を図り、孤立化防止に向けてお茶のみ会を
開催（地域支援）します。

5 日常生活自立支援事業
高齢者、障がい者等を対象に、ある程度判断能力がある方（本
人）と県社協、村社協の 3 者で契約を結び、日常的金銭管理、
書類預かりサービス等を支援します。

6 生活福祉資金貸付事業
低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、必要
な援助指導で経済的自立と生活の安定を目指し、資金の貸付
と必要な相談・支援をします。

7 広報事業 社協事業の紹介や報告、関係団体の活動紹介等により、地域
福祉の関心を高めるために広報紙を発行します。

8 心配ごと何でも相談事業 生活の悩み相談を受付け、不安解消を図ります。

9 福祉教育活動事業 高齢者や障がい者への理解を深めるために、疑似体験（高齢者、
障がい者）を実施します。

10 生活福祉用具・車両貸出事業 高齢者や障がい者に福祉用具や車両を無料、または低料金で
貸出しします。

11 福祉活動団体助成事業 地域福祉団体の活動推進及び育成を図るために、各団体の活
動資金の一部助成を行います。

12 福祉チャリティー展覧会事業
福祉イベントを再開することにより、飯舘村への意識を高め
帰村者や交流人口増進に貢献する。村民が制作した物品展示
即売やフリーマーケット、模擬店等を実施します。

13 介護予防体操（百歳体操）
普及事業

高齢者が健康でいきいきとした生活を送り、少しでも自立で
きることを目指し、「いきいき百歳体操」を介護予防体操とし
て普及・促進します。
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　選出団体の役員改選により、理事・評議員等が一部改選されました。これに伴い副会長には、飯舘
村婦人会長の長谷川花子さんが新たに選任されました。平成30年 6月現在の理事・監事・評議員等
は次のとおりです。
　また、社会福祉法人の制度改革により、財政面での透明化やガバナンスの強化が図られ、財務状況
等も公開しております。

【理　事】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任期：平成 31 年 3 月 31 日まで
№ 氏　名 所　属 選出区分
１ 菅野　典雄 いいたて福祉会 社会福祉施設及び関係団体
２ 大越　憲一 飯舘村行政区長会 〃
３ 松原　光年 飯舘村民生児童委員協議会 〃
４ 志賀　清一 飯舘村ボランティア連絡協議会 社会奉仕団体
５ 菅野　　敬 飯舘村老人クラブ連合会 〃
６ 長谷川花子 飯舘村婦人会 〃
７ 佐藤　信義 飯舘村身体障がい者福祉会 〃
８ 齊藤　修一 飯舘村役場健康福祉課 社会福祉関連行政機関
９ 菅野　新一 飯舘村議会 学識経験者
10 菅野　　茂 飯舘村人権擁護委員会 〃

【監　事】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任期：平成 33 年 3 月 31 日まで
№ 氏　名 所　属 選出区分
1 山田　義忠 飯舘村商工会 社会福祉施設及び関係団体
2 高橋　賢治 飯舘村代表監査委員 学識経験者

【評議員】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任期：平成 33 年 3 月 31 日まで
№ 氏　名 役　職 選出区分
１ 山田　　登 行政区副区長（伊丹沢） 行政区の推薦する者
２ 紺野　政勝 行政区副区長（関沢） 〃
３ 大和田保男 行政区長（八木沢） 〃
４ 高木　正勝 行政区長（大倉） 〃
５ 今野　茂之 行政副区長（前田八和木） 〃
６ 松林　正一 行政区副区長（大久保外内） 〃
７ 志賀　三男 行政区長（蕨平） 〃
８ 青田　光雄 行政区副区長（前田） 〃
９ 杉浦　正子 飯舘村更生保護女性会長 社会福祉施設及び関係団体
10 佐藤　峯夫 飯舘村人権擁護委員会 社会福祉施設及び関係団体
11 西尾　ツネ 飯舘村赤十字奉仕団委員長 社会奉仕団体
12 渡邊　春治 飯舘村商工会副会長 学識経験者
13 相良　　弘 飯舘村議会副議長 学識経験者

【評議員選任・解任委員会】　　　　　　　　　　　　　　　　　　任期：平成 33 年 3 月 31 日まで
№ 氏　名 役　職 選出区分
１ 高橋　賢治 社会福祉協議会監事 社会福祉協議会監事
２ 安部　光夫 社会福祉協議会事務局長 社会福祉協議会事務局員
３ 花井　　茂 行政区長（臼石） 外部委員
４ 松下　一男 行政区長（草野） 〃
５ 熊谷　　清 行政区長（飯樋町） 〃

理事 ・評議員等の紹介
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▲こいのぼりを作り、記念撮影

▲警察官の講話を真剣に聞いています

▲おいしくさくらんぼを食べています

▲保健師からの熱中症予防についての話を聞いています

福島方部（杉妻） 伊達方部5/14

5/15 6/21

6/15

　昨年９月 1 日にオープンしたサポートセンター「つながっぺ」の利用登録者が、５月 16 日で
100 人目の登録となりました。記念すべき 100 人目となったのは、森永安子さん（前田八和木）で、
この日にサポートセンター内でセレモニーが行われ、菅野茂会長から森永さんへ花束が贈られまし
た。（表紙写真）
　また、サポートセンターでは各種イベントや制作活動等行っています。5 月 14 日から 18 日には
ボランティグループおひさまの協力でタペストリー制作が行われました。（写真左下）
６月 21 日と 26 日には遠足で福島市のあづま果樹園へ行きました。利用者はさくらんぼ狩りを楽
しみ、交流を深めていました。（写真右下）

サポートセンター「つながっぺ」

　今年度も避難先での「お茶のみ会」を開催しています。５月は福島方部（杉妻）で 2 回、6 月は川俣、
伊達、相双の各方部で実施しました。
　５月は福島県警察による交通安全教室で、交通ルールや振り込め詐欺被害対策等について学びま
した。（写真左下）６月は村健康福祉課による健康教室で、熱中症予防と栄養についての講話があり、
日常生活を振り返りながら話を聞いていました。（写真右下）

お茶のみ会

できごと①
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　６月 6 日にいちばん館で第２回理事会、6 月 21 日に
スポーツ公園管理棟で第 2 回評議員会がそれぞれ開催
されました。
　会議では、平成 29 年度事業報告及び収支決算報告の
議案について審議され、全て可決・承認されました。

　今年度の新規事業として、要支援及び要介護
者の認定を受けている家族を自宅で介護してい
る方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフ
レシュすることを目的に「家族介護者交流のつ
どい」を実施しています。
　第１回目は、6 月 20 日にいちばん館で開催し、
８名が参加しました。参加者は、日々の悩み等
を話しながら、交流しました。

　民生児童委員、老人クラブ連合会、ふくしま再
生の会が協働し、2 ヶ月に 1 回、いちばん館で「健
康いちばん！の集い」を開催することになりまし
た。
　第 1 回目は６月 25 日に開催し、村内外から約
40 名が参加しました。民生児童委員による送迎

（村内のみ）、老人クラブによるニュースポーツ等
（写真右上）、ふくしま再生会によるストレッチ体
操、健康講話、健康相談、足湯・足もみ等（写真
右下）が行われました。また、お昼には食事が振
る舞われ、参加者は楽しいひとときを過ごしてい
ました。

理事会 ・評議員会

家族介護者交流のつどい

健康いちばん！の集い

▲第２回評議員会の様子

▲参加者同士情報交換をしている様子

▲足湯・フットケアで癒されています

▲ニュースポーツ「ラダーゲッター」に挑戦中

できごと②
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「お茶のみ会」 を開催します

心配ごと相談を開催します

住民交流事業「お茶のみ会」を開催しています。皆さんの参加をお待ちしています。

開催地域 日にち 会　場 時　間 参加費
川　俣 ８月 20 日（月） 川俣町老人福祉センター 午前 10 時 00 分

～

午前 11 時 30 分
100 円相　双 ８月 30 日（木） 原町区福祉会館

伊　達 ８月 31 日（金） 保原中央交流館

村顧問弁護士の鈴木芳喜弁護士による専門相談を開催します。相談は無料です。
　○と　き…平成 30 年８月 20 日（月）午後 1 時 15 分から３時まで
　○ところ…飯舘村社会福祉協議会
　○相談員…弁護士・鈴木芳喜 氏
　○予　約…村社会福祉協議会にお申し込みください。
　○申し込み期限…８月 16 日（木）まで

　村民の憩いの場として、飯舘村サポートセンター『つながっぺ』を運営しています。皆さん
と会話を楽しみながら、百歳体操やレクリエーション、四季折々のイベントなどを行い、昼食
を注文することもできます。皆さんご利用ください。

　〇開催日…毎週月曜日から金曜日（土・日・祝祭日をのぞく）
　〇時　間…午前１０時００分～午後３時００分
　〇場　所…飯舘村サポートセンター『つながっぺ』（いいたてｸﾘﾆｯｸ内）
　○利用料…無料（施設内に限る）
　○昼食代…３００円
　○その他…交通手段がない方は、ご相談ください。（送迎可）
　　　　　　詳細は、下記までお問い合わせください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」　【☎０２４４－２６－５２０７】

ご案内 サポートｾﾝﾀｰ 「つながっぺ」を
ご利用ください
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第１回福祉チャリティー祭りを
開催します

ありがとうございました

いいたて社協だよりの発行は、共同募金配分金を使用させていただいております。

編集後記編集・発行
社会福祉法人

飯舘村社会福祉協議会
〒 960 － 1803
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 571

陽だまりの家
TEL 0244－42－1021　FAX 0244－42－1040

サポートセンター「つながっぺ」
の利用者が 100 人を超え、多くの方に利用していた
だいています。これからも村民の皆様の交流の場所
となるように努めてまいります。
　また、今年度もみなさんの声に応え、各事業を展
開していきますのでよろしくお願いいたします。

●ご遺志による寄付

髙　野　利　久　様　（故 髙　野　彌　生 様のご遺志として）   
菅　野　静　枝　様　（故 菅　野　正　一 様のご遺志として）
藤　井　一　二　様　（故 藤　井　哲　夫 様のご遺志として） 
井　上　慶　子　様　（故 井　上　元　志 様のご遺志として）

●一般寄付
原町地区メーデー実行委員会　様　（福祉活動の一助として）

　社会福祉協議会では、関係する団体やボランティア団体、サークル等が村民に
対して日頃の活動や成果等を展示、発表し、村民同士交流を深めるために「福祉
チャリティー祭り」を開催します。お誘い合わせのうえ、ご参加ください。詳細
は、別紙チラシをご覧ください。

○と　き：平成３０年８月２６日（日） 午前 9 時３０分～午後３時００分
○ところ：いちばん館及びサポートセンター

《 主な内容 》
○ステージ発表（サポートセンター）
○作品展示・バザー（いちばん館）
○飲食・物販コーナー（いちばん館駐車場）

※平成 30 年３月 1 日から平成 30 年６月 30 日までの寄付を掲載しています。

あたたかい善意に心から感謝いたします

お知らせ
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