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生活支援相談部

▲鵜ノ尾埼灯台周辺を散策しました

▲じゃんけんの様子「最初はグーじゃんけんぽん！」

▲オカリナの音に聴き入っています

▲みなさん集中し、映像を見つめています

できごと① サポートセンター部

3/15 3/22福島方部① 福島方部②

　3 月 8 日・13 日・18 日の３回、いちご狩り遠足を実施し、相馬市の和田観光苺組合へ行っ
てきました。（表紙写真・写真左下）各日、利用者 18 名～ 29 名が参加し、いちご狩りや鵜
ノ尾埼灯台周辺の散策、お食事処たこ八で昼食をとりながら楽しいひとときを過ごしました。
　また、4 月 17 日は、川俣町のセラピーオカリーナによるオカリナの演奏会が行われました。

「月の砂漠」から始まり、きれいな音色を響かせながら、最後は「ふるさと」で締めくくられ、
心やすらぐ癒しの時間となりました。（写真右下）

　平成 30 年度最後のお茶のみ会を、３月に福島方部（杉妻学習センター）で２回開催しまし
た。今回は、各方部のお茶のみ会の様子をスライドで投影し、映像を見ながら 1 年間を振り
返りました。（写真右下）参加者は、「お茶のみ会で皆に会えてよかった」、「楽しかった」、「ま
たお茶のみ会に参加したい」と話をしていました。また、景品をかけてじゃんけん大会も行
なわれ、大いに盛り上がりました。（写真左下）
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▲精神科医による健康講話を聞いています

▲理事会の様子

▲イスに座ったまま身体を動かしています ▲ハーバリウムと一緒に記念撮影

家族介護者交流のつどいできごと②

　3 月 19 日にいちばん館で、第 4 回家族介護者交流のつどいを開催し、11 名が参加しまし
た。今回は、宮谷理恵氏を講師に迎え、ピラティス＆ハーバリウム制作を行いました。ピラティ
スについての説明を聞き、負荷が少なく、ゆったりとした動きと呼吸法で身体を鍛えるのが
特徴で、参加者は講師の動きに合わせながら、身体を動かしました。その後、小さなビンの
中に花などを入れ、専用のオイルで浸すハーバリウム制作を行い、昼食をとりながら交流を
深めました。
　初めて参加した方は、「みんなに会うことでき、たくさん話しすることができてよかった」
と話をしていました。

理事会 ・評議員会

健康いちばんの集い

　いちばん館において、3 月 5 日に第 5 回理事会、3
月20日に第5回評議員会がそれぞれ開催されました。
　会議では、菅野茂会長があいさつし、平成 30 年度
事業実施状況・予算執行状況・補正予算、平成 31 年
度事業計画・収支予算等の議案について審議され、全
て承認されました。

　4 月 22 日にいちばん館で今年度第１回目
の「健康いちばん！の集い」を開催し、約
30 名が参加しました。
　参加者は、ストレッチ体操、「快便・快食・
快眠」についての健康講話を聞いた後、足
湯・足もみ、カイロなどの身体のケアを受け、
心身ともに癒されていました。また、昼食
が振る舞われ、しらすと菜の花の混ぜご飯
などを味わっていました。
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▲菅野敬会長（中央）より表彰を受ける
　関沢老人クラブ庄司武夫会長（右）

4/19

老人クラブ連合会

各団体の活動状況

4/５

5/７

4/26 身体障がい者福祉会

赤十字奉仕団

　5 月 7 日に村交流センター「ふれ愛館」
で老人クラブ連合会の総会が開催されました。
会員約 60 名が出席し、今年度の事業計画や予
算について承認されました。
　また、関沢老人クラブ（庄司武夫会長）が平
成 30 年度に会員が 7 名増えたことにより、県
老人クラブ連合会の「1 クラブ 5 名会員加入増
強老人クラブ顕彰」を受賞し、その席上で菅野
敬会長（関根松塚）より表彰状が贈呈されました。

　村交流センター「ふれ愛館」で民生児童
委員協議会の総会が開催され、委員 22 名が出席
し、事業計画では、各種研修会や勉強会等を実施
することを決定しました。なお、今年度は委員の
改選期にもなっています。また、村健康福祉課や
村社会福祉協議会から各事業等についての説明が
ありました。

　いいたてスポーツ公園管理棟で赤十字奉仕団の総会が開催されました。団員 12 名が
出席し、西尾ツネ委員長（二枚橋須萱）があいさつした後、菅野典雄村長と菅野茂社協会長
より祝辞をいただきました。事業計画では、7 月に開催予定の県支部創立 130 周年記念福島
県赤十字大会に参加することが決定しました。

～各種団体の総会が
開催されました～

民生児童委員協議会

　いちばん館で身体障がい者福祉会の総会
が開催されました。会員 9 名が出席し、平成 30
年度の事業及び決算報告、今年度の事業計画及び
予算について審議しました。9 月に県グラウンド
ゴルフ大会（福島市）、11 月に県福祉大会（南相
馬市）に参加するなど、各種事業を実施していく
ことが決定しました。
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№ 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

帰村した高齢者等に対し、サロンの提供（健康体
操やレクリーション活動等）や見守り訪問活動を
通して、日常生活に対する相談・支援を行います。

2
コミュニティ形成事業
　※ P７を参照ください。

高齢者等の村内での日常生活支援（病院、買い物
等の送迎・草刈り・屋内外の片付け・雪かき等）
を住民同士が支え合うことにより、孤立防止や地
域コミュニティの形成を図ります。

３ 家族介護支援事業
高齢者等を自宅で介護している方（介護者）を対
象に、心身のリフレッシュの場を提供し、介護者
同士の交流や在宅介護の向上を図ります。

４ 生活支援相談員配置事業

村民が安心して自立した生活が送れるよう見守り
相談活動（個別支援）や住民同士のつながりや交
流の促進を図るためのサロン開催・支援（地域支援）
を行います。

５
日常生活自立支援事業

（あんしんサポート事業）

高齢者や障がい者など、ある程度判断能力のある
方に対し、福祉サービスの利用援助や日常的金銭
管理、書類等預かりサービスを提供し、自立した
生活が送れるように支援します。

６ 生活福祉資金貸付事業
低所得者世帯や障がい者、高齢者世帯に対して、
資金の貸付と必要な相談支援で経済的自立と生活
の安定を目指します。

７
広報事業

（社協だより「わくわく」発行）

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 日常生活の心配ごとの相談を受付・助言するとと
もに、必要に応じて専門機関へ引継ぎます。

９ 福祉教育活動事業
高齢者疑似体験や車いす移動体験等の活動を通し
て、高齢者や身体障がい者への理解を深め、サポー
トの仕方や支え合うことの大切さを学びます。

10 生活福祉用具・車両貸出事業
福祉車両や車いす及び機材等を貸出し、高齢者や
障がい者等の日常生活が円滑に行えるよう支援し
ます。

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

令和元年度事業計画
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№ 事　　業　　名 趣　　旨　・　目　　的

12
福祉チャリティー祭り事業

【8月 25日（日）開催】

関係団体やサークル等が協力・連携し、それぞれ
の団体の活動の紹介や成果の展示発表、作品・物
品等の販売、バザー、模擬店の運営等を通して、
村民相互の交流、村の活性化や復興に寄与します。

13
介護予防体操（百歳体操）
普及事業

行政区の集会所等に月 1 ～ 4 回程度集まり、介護
予防体操（いきいき百歳体操）の普及や地域サロ
ンの運営を支援し、介護予防や住民相互の交流に
努め住み慣れた地域で、健康で安心して生活が送
られるようにします。
※行政区等で体制ができましたら、社会福祉協議
会に申し込んでください。

14 放射線相談員事業
放射線に関する生活や健康上の問題について相談
活動を行い、不安の軽減・解消、心身の健康維持
を支援します。

※主な事業は、共同募金会からの配分金（平成３０年度赤い羽根共同募金）が活用されています。

職員の体制について

　現在の組織・職員体制は、総務部、生活支援相談部、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。

役員（理事・監事）　12 名 評議員　13 名

会　長

副会長

事務局長

・運営事務全般
・地域福祉活動全般
・地域福祉団体育成事業

②生活支援相談部

・見守り、訪問事業
・サロン、交流事業

③サポートセンター部

・「つながっぺ」の運営
・サロン、交流事業
・見守り相談事業
・送迎サービス

①総務部
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2019年度赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」について

みなさんご利用ください
日常生活支援事業（地域お助け合い事業）について

　当協議会では、村内で暮らすお年寄りの方の日常生活を助ける事業を実施しています。
下記をご覧いただき、ご利用くださるようご案内いたします。

１．目的
　　一人暮らし高齢者・日中独居高齢者・高齢者だけの世帯等を対象に、軽易な日常生活

の援助を行なうことにより、自立した生活の継続と、要介護状態への進行を防止すると
ともに、地域住民やボランティアなどがサービスの担い手となることにより、地域福祉
の向上に役立てることを目的としています。
２．利用対象者
　　６５歳以上で一人暮らし高齢者、高齢者のみの家庭、日中独居高齢者、身体に障がい

がある方
３．利用範囲　飯舘村内のみ
４．主な内容
　①クリニック（病院）・役場・金融機関・買い物・お茶のみ会等の送迎
　②屋内・屋外の片付け、窓ふきなど
　③草刈り、雪かきなど
５．利用料　１回　３００円
６．利用方法
　①利用するには利用登録申請が必要になりますので、お問い合せください。
　②利用決定後、サービス利用券をお渡しします。

１．上記内容の外出、家事援助の支援を行います。
２．支援活動の流れ
　①村社会福祉協議会を通じて、支援が依頼されます。
　②支援活動後、利用券の確認、利用料（300円）を預かります。
　③利用半券と利用料（300円）を、村社会福祉協議会へ提出してください。
　④謝金（活動費）をお支払いいたします。（1 人あたり 2,000円）

　福島県共同募金会では、中央共同募金会からの委託を受け、被災地における地元住民の
グループ等による支え合い活動に対する助成を行っています。県内在住者 5 名以上で構成
される団体で、以下の活動を対象に助成します。

　1 回の応募につき 10 万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、印刷費、通信費
等に活用できます。申請用紙は、当協議会で準備しておりますので、ご応募お待ちしております。

生活支援活動 見守り・訪問、配食サービス、子どもの学習支援等
サロン活動 健康づくりの支援、介護予防支援、生きがいづくりの支援等
季節の行事 お花見会、盆踊り、いも煮会、紅葉狩り、クリスマス会等
住民交流事業 慰問活動、講演会の開催、各種コンサートの開催等

ご協力（支援者）くださる方を募集しています
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しあわせ金婚表彰を実施します

心配ごと相談を開催します

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…令和元年６月 20 日（木）午後 1 時 15 分から午後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…６月 17 日（月）まで

～結婚５０年の記念すべき金婚式を迎える皆さん、おめでとうございます～
　県老人クラブ連合会では、「しあわせ金婚夫婦表彰」を実施します。該当する方は各地区の
老人クラブ、または村社会福祉協議会までお申し込みください。

　○対 象 者…昭和 44 年 1 月 1 日～昭和 44 年 12 月 31 日に結婚された方
　　　　　　　（昨年届出をされていない方も該当します） 
　○申込締切…７月 11 日（木）

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

　新元号『令和』最初の社協だよ
り「わくわく」の発行となりました。

　また、今年度は、新たにホームページを開設する予定
となっています。開設後は、ホームページでも情報を発
信していきたいと思っています。詳細は後日お知らせい
たしますので、もうしばらくお待ちください。今年度も
よろしくお願いいたします。

●ご遺志によるご寄付

髙　橋　　　悟　様　（故 髙　橋　　　祐　様のご遺志として）   
荻　津　容　子　様　（故 荻　津　幸　夫　様のご遺志として）
髙　橋　正　弘　様　（故 髙　橋　カツ子　様のご遺志として）
川　里　　　勇　様　（故 川　里　カ　ツ　様のご遺志として）

※平成 31 年３月 1 日から平成 31 年４月 30 日までのご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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