
いいたて社協だより

第５４号 わ く わ く

～復興に向けて新たな一歩～

第１回福祉チャリティー祭り（8 月 26 日）
飯舘フラクラブによる踊りの披露。
関連記事は 2 ～３ページに掲載。

第 54号	 いいたて社協だより	 平成 30年９月 20日　⑴



　８月 26 日に村サポートセンター「つながっぺ」や村いちばん館などを会場に「第１回福祉チャリティー
祭り」が開催され、村内外から約 400名が参加しました。
　サポートセンターでは、開設 1 周年記念も兼ねてオープニングセレモニーが行われ、当協議会菅野
茂会長があいさつし、菅野典雄村長のお祝いのことばがありました。続いてサークルなど 5 団体が踊
りや唄などを発表しました。
　いちばん館では、ボランティ団体などのブースを設置し、活動紹介や作品展示、ワークショップ、
物品販売などを行いました。また、村ライオンズクラブと村社協でバザーも実施しました。
　いちばん館駐車場では、カレーライスや流しそうめんなどが無料で振る舞われました。

奈良楽しくコーラス

いいたておかあさんコーラス

藤田征人氏＆澄美れ会

ひまわりの会

子どもたちと参加者が一緒に「わらべうた」
を歌い、交流を深めました

「がんばっぺまでいな村」や「幸せなら手
をたたこう」などの唄が披露されました

藤田征人氏による「福島花見山」や「親
ごころ」などの曲が披露され、澄美れ会
は「送り酒」や「人生渡し船」などの踊
りを披露しました

スコップ三味線の演奏とひょっとこ踊りが
披露されました
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できごと 第１回福祉チャリティー祭り
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各団体の作品が展示されました
いちばん館内ではライオンズクラブ・
社協のバザーが行われました

手作り作品などの販売が行われました 愚真会によるそばが振る舞われました

民生児童委員によるカレーライスが振る
舞われました

婦人会による流しそうめんを楽しみました

こどもコーナーではヨーヨー釣りや輪投
げなどが行われました

　今回ご協力いただきました
チャリティー募金は、7 月の西
日本豪雨で被災された方々への
義援金として寄付いたします。
　ご協力ありがとうございました。

【募金額：２６８，７３１円】

チャリティー募金のご報告
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　7 月 11 日に飯舘中学校で 2 年生を対象に福祉教育活動が実施されました。
生徒たちは、体に重りを着けて歩く高齢者疑似体験や車いすでの移動や介助体験、特殊メガネ
を付けての色当てや豆移動体験等を行い、高齢者の体について理解しました。
　生徒からは、「思ったより体が重く、動かず、少し歩くのにも大変だった」、「車いすに乗って
いる人と押す人の信頼関係が大切と感じた」と話をしていました。

　8 月 26 日にいいたてスポーツ公
園陸上競技場で、第 7 回村民グラ
ウンドゴルフ交流会兼第 15 回村老
人クラブ連合会グラウンドゴルフ大
会が開催されました。村内での開催
は 8 年ぶりで、村内外から約１１２
人が参加し、新しい競技場の人工芝
でプレーを楽しみました。
　競技終了後、いちばん館で表彰式
が行われました。成績は次のとおり
です。

テーマ　～高齢者の体ってどんな感じ？～

▲プレーを楽しむ参加者

福祉教育活動

▲車いすでの移動や介助体験をしています ▲特殊メガネを付けて色当てをしています

▲閉会式後いちばん館内で記念撮影

村民グラウンドゴルフ交流会

順位 男子の部 女子の部
１位 佐藤明康（長泥） 開沼文恵（前田）
２位 高橋富雄（飯樋町） 丹野マサイ（飯樋町）
３位 丹野嘉明（飯樋町） 渡邊里子（小宮）
４位 菅野敬（関根松塚） 高木ミヨ子（大倉）
５位 渡邊守男（小宮） 杉浦オナス（伊丹沢）
６位 佐藤萬（臼石） 中島友子（比曽）
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第２回家族介護者交流のつどい

　9 月 5 日にいちばん館で、第 2 回家族介護者交流のつどいを開催し、家族を自宅で介護して
いる方など 10 名が参加しました。村包括支援センターより「認知症及び認知症の方との接し方
について」の講話を聞き、参加者が情報交換しながら交流を深めました。参加者からは、「同じ
悩みを抱えている者同士で自由に話をすることができて楽しかった」「話すことで日々の介護の
大変さを理解してもらえ、気持ちが楽になった」と感想を述べていました。

地域コミュニティ視察研修

　9 月 4 日、5 日の 2 日間にわたり、他地域のコミュニティづくりや取り組みを学ぶことを目的に、
村老人クラブ連合会、村民生児童委員協議会、村婦人会、村健康福祉課職員が参加し、宮城県
黒川郡大和町へ視察研修に行ってきました。
　大和町社会福祉協議会の事業内容や地域で取り組んでいる活動についての説明を聞き、情報
交換を行いました。大和町では、「日常生活の中でみんなが普段していること、したいこと」を
大切にし、それが地域での支え合いになっているということでした。
　今後の村でのコミュニティづくりに向けて参考となる有意義な研修となりました。

▲認知症についての講話を聞いています

▲担当者から事業の説明を受けています

▲参加者同士情報交換をしています

▲参加者のみなさんで記念撮影をしました
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サポートセンター部

避難者支援部

　昨年オープンしたサポートセンター「つながっぺ」は、
９月 1 日で１周年目を迎えました。利用登録者は、8 月 31
日現在１１１人となっています。利用者は、百歳体操やレク
リエーション、各種イベントを楽しんでいます。8 月 22 日・
24 日には、美術アートワーク教室が行われ、色えんぴつを
使って自由に絵を描いて楽しみました。

　7 月は福島方部（杉妻）で２回、8 月は川俣、相双、伊達の各方部でお茶のみ会を実施しまし
た。今年度から嚥下（えんげ）障害や誤嚥性（ごえんせい）肺炎予防のために「お口のぴんしゃ
ん体操」を実施しています。（写真左下）
　7 月は、村健康福祉課による「熱中症予防と栄養」についての健康講話がありました。8 月は、
レクリエーションで輪投げを行い、参加者同士点数を競い合いました。（写真右下）

▲真剣に絵を描いています ▲完成した作品と一緒に記念撮影

8/22 8/24

▲「お口のぴんしゃん体操」をしています ▲輪投げを楽しんでいます

7/20 8/20福島方部（杉妻） 川俣方部

▶
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募金運動は、下記のように行っていますので、ご協力をお願いします

　今年度も 10 月 1 日より全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が展開されます。
　昨年度は、おかげさまで約 95 万円の募金をいただきました。ご協力いただいた募金は、平成
３０年度の村の地域福祉のために役立てられ、主に以下の事業等に使われています。
　今年度もみなさまのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

戸別募金

学校募金

法人募金 職域募金

街頭募金 イベント募金 その他の募金

各自治会や各世
帯に募金をお願
いします。

小・中・高校の
児童、生徒のみ
なさんに募金を
お願いします。

道の駅等の街
頭で募金をお
願いします。

村文化祭等のイ
ベントで募金を
お願いします。

各企業に募
金をお願い
します。

職場や団体等の職
員の方に募金をお
願いします。

社協等に募金箱を
設置し、募金をお
願いします。

生活の悩み相
談を受付け、
不 安 解 消 を
図っています。

今年度、第
1回福祉チャ
リティー祭
りを開催し
ました。

中学生を対象
に、高齢者へ
の理解を深め
るため、高齢
者疑似体験を
実施しました。

福祉用具や福
祉車両（リフ
ト付き）を無
料、または低
料金で貸出し
しています。

生活福祉用具・車両貸出事業

福祉教育活動事業 福祉チャリティー祭り

心配ごと何でも相談事業

平成30年度　　赤い羽根共同募金運動

スローガン：赤い羽根　寄り添う気持ち　第一歩
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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。10 月のお茶のみ会は、飯舘村を巡るバスハ
イクツアーを実施します。事前に申し込みが必要になりますので、村社会福祉協議会までお申し
込みください。

開催地域 日にち 集合・出発場所 時　間 参加費

川俣方部 10 月 15 日（月） 川俣町老人福祉センター 午前９時 30 分

～

午後３時
200 円相双方部 10 月 18 日（木） 原町区福祉会館

伊達方部 10 月 22 日（月） 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 10 月 19 日（金）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…10 月 16 日（火）まで

ありがとうございました

いいたて社協だよりの発行は、台湾共同募金会からの寄付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

今年度新規事業として「第 1 回福祉

チャリティー祭り」を開催し、関係団体やボランティア団体な

どの協力もあって大盛況のうちに終了することができました。

また当日は、多くの村民のみなさまにご参加していただき、あ

りがとうございました。更なる復興に向けて、関係団体が協

力し、これからも村民の方々を支えていきたいと思いました。

●ご遺志によるご寄付
今　野　幸　一　様　（故 今　野　忠　雄 様のご遺志として）   
大　内　富士子　様　（故 大　内　八　郎 様のご遺志として）
星　   　　　皜　様　（故 星　　　廣　見 様のご遺志として） 
髙　橋　喜　一　様　（故 髙　橋　フヂノ 様のご遺志として）
八　巻　良　清　様　（故 八　巻　芳　子 様のご遺志として）

●一般ご寄付
藤華新流澄れ会　　様　（福祉活動の一助として）
㈱三輪従業員一同　様　（福祉活動の一助として）

※平成 30 年７月 1 日から平成 30 年 8 月 31 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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