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第２回福祉チャリティー祭り（8 月 25 日）
関連記事は、２～３ページに掲載。

【目　　　　次】
・できごと①「第２回福祉チャリティー祭り」  ………………………………………　２～３
・できごと②「村民グラウンド・ゴルフスポーツ交流会他」  ………　４～５
・各団体の活動状況「赤十字奉仕団、民生児童委員協議会他」  …　６
・令和元年度赤い羽根共同募金運動  ……………………………………………………………　７
・お知らせ「ホームページ開設、心配ごと相談他」  ……………………………　８

第 60号	 いいたて社協だより	 令和元年 9月 20日　　⑴



　８月２５日に村交流センター「ふれ愛館」を会場に「第２回福祉チャリティー祭り」が開
催され、村内外から 500 名の方が参加しました。（表紙写真）開会式では、当協議会渡邊守
男会長があいさつ、菅野典雄村長のお祝いのことば、そして参加・協力・出演団体等の紹介
がありました。開会式後は、ひまわりの会のスコップ三味線の演奏から始まり、７団体が唄
や踊りなどを披露しました。
　また、各ブースでは更生保護女性会などの各団体の活動紹介・展示、やまゆり会などの作品・
特産品販売、ライオンズクラブや社協のバザーなどが行われました。
　お昼には、民生児童委員協議会などの各団体よりカレーライスや
そば、かき氷、フルーツポンチなどが振る舞われました。閉会式では、
参加者全員での万歳三唱で締めくくられ、大盛況のうちに終了しま
した。

休憩・飲食コーナーでカレーライスやそば等
を味わいました

いいたて料理研究会がかき氷を振る舞いました

こどもコーナーではヨーヨー釣りを楽しんで
いました

参加団体による活動紹介や手作りの作品等の
販売が行われました

バザーでは色々な物が出品され、完売しました

看護学生による血圧測定や健康相談も行われ
ました

できごと① 第２回福祉チャリティー祭り

☆各ブースの様子☆
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スコップ三味線の演奏を披露！

子どもたちの元気な歌声が響き渡りました

参加者みんなで唄を歌いました

「飯曽小唄」などの曲で観客を魅了！

息の合ったフラダンスを披露♪

美しいハーモニーを奏でました

華麗な唄と踊りを披露♬

ひまわりの会

奈良楽しくコーラス

宮城学院女子大学音楽リエゾン

藤田征人ミュージック

飯舘フラクラブ

いいたてお母さんコーラス

藤華新流澄美れ会

　今回ご協力いただきましたチャリティー募金
は、災害等により被災された皆様への義援金と
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：２４０，５１７円】

チャリティー募金のご報告

♬ステージ発表♬
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　８月２５日にいいたてスポーツ公園で、第８回村民グラウンド・ゴルフスポーツ交流会兼
第１６回飯舘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。当日は、絶好
のグラウンドゴルフ大会日和となり、総勢 94 名が参加し、元気にプレーを楽しみました。
11 名がホールインワンを達成し、男女別の成績は次のとおりです。

▲介護予防体操を一緒にやっています

▲事業等の説明を聞いています

▲みんなで準備体操後に競技をスタート ▲ポストを狙って慎重にボールを打っています

▲男子の部優勝の長澤茂さん（右）

地域コミュニティ視察研修

　７月 16 日～ 17 日の２日間、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、各関係団体等に参加していただ
き、双葉郡楢葉町視察研修を実施しました。
　楢葉町の復興状況及び楢葉町社会福祉協
議会の取り組み等についての説明を聞き、
楢葉町社協で実施している地域交流サロン
や介護予防事業所等を見学しました。その
中で地域交流サロンでは、昼食の準備や片
付けなど自発的に取り組んでいる利用者の
様子を見て、お互いに協力し、自分ででき
ることは自分で行うことの大切さを学んで
いました。
　今後帰ってきた住民の生活支援や地域コ
ミュニティの再生に向けて、参考となる有
意義な研修となりました。

できごと② 村民グラウンド・ゴルフスポーツ交流会

順位 男子の部 女子の部
１位 長澤　　茂（大倉） 杉浦オナス（伊丹沢）
２位 青木　香一（大久保外内） 庄司イネ子（関沢）
３位 井上　幸吉（前田） 中島　友子（比曽）
４位 佐野　幸正（前田八和木） 大村ヨシ子（関沢）
５位 川井　吉夫（二枚橋須萱） 坂本ツメヨ（草野）
６位 高橋　富雄（飯樋町） 松下サヨコ（草野）
７位 佐藤　忠義（前田） 渡邊　里子（小宮）
８位 長谷川利治（前田） 高橋ヤス子（二枚橋須萱）
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▲完成した扇子を持って記念撮影

▲学生さんとの会話を楽しんでいます

▲説明を聞きながら作っています

▲自分たちで血圧測定をやっています ▲健康講話に耳を傾けています

▲完成した万華鏡をのぞいています

サポートセンター部
　７月 19 日に関東学院大学の学生の訪問があり、扇子を
作りながら交流を深めました。（写真左上・下）
　また、７月 25 日・26 日、８月５日～７日の５日間、ボ
ランティアグループおひさまの協力で、オリジナル飾り台
を作製しました。（写真右下）ペットボトルキャップを使い、
個性あふれる作品ができあがりました。

生活支援相談員部

　各方部でお茶のみ会を開催し、福島方部
では万華鏡作り、相双・川俣方部では村健
康福祉課による「熱中症予防と食中毒予防」
についての健康講話がありました。熱中症
予防では、事例を交えながらの説明で、真
剣に聞き入っていました。参加者の中には、
熱中症の体験談などを話される方もおり、
身近な問題として捉える機会となりました。

8/5 8/20

6/28 福島方部②

川俣方部相双方部
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▲分区長より表彰状を受け取る
　齋藤修一さん（右）

▲熱心に講師（中央）の話に耳を傾けています ▲手書きで温かみのある手紙をお届けしました

▶
参
加
し
た
団
員
の
み
な
さ
ん

※備品購入や奉仕団の育成、事務費等に有効に使用させて
いただいております。

※ワンタッチ式テント２基、防災鍋２基の貸出しを行って
いますので、ご利用ください。

　民生児童委員協議会では、毎月定例会を開催し、情報交換や各種研修・勉強会等を実施してい
ます。８月は、村交流センターで総務省の福島行政監視行政相談センターより講師を招いて、「最
近の行政評価局の調査について」をテーマに勉強会を実施しました。（写真左下）
　また、今年度も「こころの手紙」事業（年２回）を実施し、８月に各担当地区の民生委員より
対象者へお届けしました。（写真右下）１月にもお届けする予定となっています。

　７月 18 日に日本赤十字社福島県支部創立 130 周
年を記念し、福島県赤十字大会が福島市のとうほう・
みんなの文化センターで開催され、団員９名が参加
しました。大会では、いわき市四倉方部赤十字奉仕
団の震災直後の活動についての体験発表や学法福島
高ＪＲＣ（青少年赤十字）の献血運動についての発
表がありました。

民生児童委員協議会

赤十字奉仕団

各団体の

活動状況

日本赤十字社飯舘村分区
　齋藤修一さん（飯樋町）から４月に多額の日赤社費が寄せ
られました。その功績が認められ、日本赤十字社の金色有功
章を受章しました。８月 27 日に村役場で、菅野典雄分区長
から、勲章、記章、略章が伝達されました。また、平成 30
年度飯舘村分区の日赤社費納入状況は以下のとおりです。

項　目 金　　額（円） 摘　　要

社費
納入額 1,871,000 25名の方から寄せられました。

分区
交付金 307,160 県支部から分区への交付金です。

会費の納入額に応じて還元されます。
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飯舘村共同募金委員会からのお知らせ

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

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。

　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」が実施されます。
　昨年度は、おかげさまで約９０万円の募金をいただきました。ご協力いただいた募金は、
令和元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協力をよろしくお願いいたします。

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。

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 っ て い ま
す。

今年度、第２
回福祉チャリ
ティー祭りを
開催し、多く
の方に参加し
ていただきま
した。

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
専門機関へ引継い
でいます。

令和元年度 赤い羽根共同募金運動が始まります

福祉活動団体助成事業 福祉チャリティー祭り事業

福祉活動団体助成事業 心配ごと何でも相談事業

スローガン：「ふくしまの やさしさ集まれ 赤い羽根」
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ホームページを開設しました!!

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…10 月 18 日（金）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…10 月 15 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

　第２回福祉チャリティー祭り
開催当日は、天候にも恵まれ、

子どもから大人までたくさんの方にご来場いただき、
盛大に終えることができました。各団体のご支援・
ご協力ありがとうございました。
　今後も各関係団体と協力しながら、村民の皆様の
期待に応えられるよう努めていきたいと思います。

●ご遺志によるご寄付　
　北　原　　　彰 様　（故 北　原　キヨ子 様のご遺志として）
　鈴　木　里　華 様　（故 鈴　木　秀　勝 様のご遺志として）
　髙　橋　正　見 様　（故 髙　橋　オトミ 様のご遺志として）

※令和元年７月１日から令和元年８月３１日まで掲載しています。

あたたかい善意に心から感謝いたします

お知らせ

飯舘村社協

　この度、本会のホームページを開設いたしました。
社協概要をはじめ、各種事業の紹介や活動報告等の
内容となっています。今後、随時更新しながら、ホー
ムページでも情報を発信していきますので、どうぞ
ご覧ください。

アドレス：https://iitatesyakyo.com/

スマートフォン等でご覧に
なりたい方はこちらから⇩
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