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生活支援相談員「相双方部お茶のみ会」（11月 16日）・関連記事は、6ページに掲載。
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☆ホームページもご覧ください

スマートフォン等でご覧に
なりたい方はこちらから➡

開催を楽しみにしていました！開催を楽しみにしていました！
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会長　渡邊　守男

　第2回評議員会が12月7日にいちばんで開催され、
評議員 7名（定数 13名）が出席しました。令和 2年
度事業実施状況などの報告 4件、理事の選任などの議
案 2件が審議されました。また、同日に第 5回理事会
が開催され、理事8名（定数10名）、監事2名が出席し、
給与規則の一部改正などの議案について審議され、全
て承認されました。

　今回、理事を退任されました菅野典雄様には、長年に
わたり当会発展のために多大なご尽力を賜りました。心
より感謝申し上げます。
　その後任理事として、杉岡誠様が選任されました。ご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。任期は、
令和 2年 12 月 7 日より令和 3年 6 月の定時評議員会
までとなります。

新年のあいさつ新年のあいさつ

　村民のみなさま、あけましておめでとうございます。今年

はコロナ禍の中でありますが、輝かしい新年を迎えたことと

思います。昨年は、新型コロナウイルス感染の拡大により、

関係機関・団体等と協議し、事業の縮小や中止せざるを得な

いものがありました。また、サポートセンター事業では、「つ

ながっぺ」を一時休業したり、利用者の人数等を制限したり、

安全面を最優先させて実施してきました。

　令和 2年度は、長年休止していました社協会員会費を再開

させ、一般会員会費については、行政区長会においてご賛同いただき行政区単位でご

協力をいただくことができました。なお、特別会員会費、賛助会員会費についても多

くのみなさまにご協力いただきましたこと、厚く御礼申しあげます。会員のみなさま

には、今年も昨年同様変わらぬご協力を賜り、一日も早く新型コロナウイルス感染が

収束されますとともに、村民のみなさまにおいても健康で笑顔の多い年でありますよ

うご祈念申しあげ新年のあいさつといたします。

評議員会評議員会

理事会理事会

理事会 ・評議員会理事会 ・評議員会

できごとできごと

【ご報告】【ご報告】

　令和３年１月 20日	 いいたて社協だより	 第 68号⑵



　12 月 11 日にいちばん館において、日常生活支援
（地域お助け合い）事業における除雪等に対する検討
会議を開催しました。当日は、ボランティア協力者
13名が参加し、除雪の役割分担等について協議しま
した。冬期間において、除雪のニーズに対応できる
ような体制づくりについての意見等をいただき有意
義な会議となりました。

　当協議会では、自力で除雪が困難な６５歳以上の高齢者（一人暮らし高齢者や高
齢者のみの世帯）や障がい者世帯等を対象とし、雪かき支援を下記のように実施し
ています。詳細は、お問い合わせください。

※事前登録が必要ですが、状況に応じて柔軟に対応しますのでご相談ください。
　（村広報物 1/5 号配付のチラシを参照）

○１５㎝以上の降雪時　（目安）
○昇口及び道路の寄せ雪、庭 (玄関先 )の雪かき
〇利用料は、１回あたり３００円

　第 3回家族介護者交流のつどいは、12月 16 日にいちばん館で開催
されました。今回は、ゆきフラワースクール（代表：伊藤幸子氏）の
2名を講師に迎え、フラワーアレンジメント教室を行いました。14名
が参加し、講師の説明を聞きながら、真剣に一本一本花を挿していき
ました。その後、昼食をとり情報交換しながら交流を深め、参加者か
らは、「日々の介護をする中での苦労や悩みなどを話すことができて良
かった、リフレッシュできた」という声がありました。

家族介護者交流のつどい家族介護者交流のつどい

完成品完成品

除雪ボランティア会議除雪ボランティア会議

雪かきでお困りのみなさまへ
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令和２年度地域サロン世話人会令和２年度地域サロン世話人会

令和３年度も地域サロンを支援します！令和３年度も地域サロンを支援します！

☆主な協力団体☆☆主な協力団体☆

　12月 9日にいちばん館で、「地域サロン世話人会」を開催しました。今年度は、7地区で実施し
ており各地区の代表や世話人 9名が参加し、各地域の実施内容や運営状況、課題・要望等について
情報交換会を行いました。各地区、新型コロナウイルス感染防止に努めながら、百歳体操や茶話会
を取り入れ、各協力団体等の支援を受けながら地域の特性を生かし楽しく活動しています。

ゲートボール、ゲーム、会食等（飯舘料理
研究会フレンド会と連携）

ボランティア活動、健康・食材等に関する放射線の
勉強会等（放射線リスコミ相談支援センターと連携）

老人会主体、健康講話、ゲーム等、昼食は弁
当を注文（赤い羽根住民支え合い助成金活用）

行政区が主体となり老人クラブ・婦人会が運営、グラウンドゴルフ、奉仕活動、会食等

～住み慣れた地域で、健康で安心して生活するために～

グラウンドゴルフ等、婦人部が中心となり昼食
を提供（赤い羽根住民支え合い助成金活用）

お茶会と会食等（飯舘料理研究会と連携）

月 2回開催、お茶会、脳トレ、ぬり絵等（実
施内容は参加者で相談）、放射線リスコミ相談
支援センターと連携

【草野】 【大倉】

【宮内】 【前田八和木】

【関根松塚】 【臼石】

【前田】

村健康福祉課（出前講座）
・…検診について、高血圧対策、食事や口腔ケア等の健康教室、介護保険制度、
介護予防（認知症）や介護相談等

放射線リスクコミュニケーション相談支援センター
・…放射線に関する心配ごと相談（健康問題、山菜等の食に関すること、福
島第一原子力発電所の視察等）

村社会福祉協議会
・…百歳体操の用具の提供や指導、ゲーム (輪投げ、スカットボール等 )貸出、
ぬり絵・脳トレ等の資料の提供、案内等の文書作成協力等

テレビ受信者支援センター
・テレビが見えない、映りが悪い、アンテナが壊れたなどの相談

　令和 3年度は、開催地域を 8～ 10 地区まで広
めたいと考えています。住み慣れた地域の中で介
護予防体操をしたり、お茶を飲みながらおしゃべ
りしたり、レクリエーションや会食を楽しんだり、
交流を深めてみませんか。詳細は、お問い合わせ
ください。

1回あたり運営費（1人 100 円程度）
や世話人報償費（1,000 円× 2人）、
参加者の保険料などを補助します
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　第２回お茶のみ会が各方部で開催されました。11月 16日・相双方部、11月 30日・川俣方部、
12月 16 日・福島方部で実施しました。（12月 25 日も福島方部で開催予定でしたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大等の影響により中止となりました）今回は、保原屋生花店（川俣町）の原田
徹氏、花のチカミ（二本松市）の近美豪人氏を講師に迎え、各会場で寄せ植え教室を行いました。
講師より、今回使用する花の特徴や名前の由来、寄せ植えの手順についての説明があり、その後
手順に沿ってパンジーやチューリップの球根等を植えていました。参加者は、「春が来るのが楽
しみ」と話していました。

生活支援相談員コーナー生活支援相談員コーナー

相双方部相双方部

川俣方部川俣方部

福島方部①福島方部① 当日は、雪が降る悪天候にもかかわらず 22 名が参加し、寄せ植えを楽しみ
ました

参加人数は少ないですが、みなさん毎回楽しみに参加しています

第 1回目が台風の影響で中止となり、今年度最初で最後のお茶のみ会に 33
名が参加しました
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月曜日（上飯樋）のみなさん
プレゼントも受け取りました

みんなで記念撮影
金曜日（飯樋町）のみなさん

車いすを利用しながらスポー
ツ公園等を散歩しました こたつで温まりながら、

真剣にぬり絵をしています

水曜日（草野・大倉）のみなさん）

好きな仮装グッズを
選んでいます

サンタよりプレゼントが
贈られました！

じゃんけんゲーム、最初はグー・・・

11 月の様子11 月の様子

12 月の様子12 月の様子

サポートセンター 「つながっぺ」 コーナーサポートセンター 「つながっぺ」 コーナー

　サポートセンター「つながっぺ」では、11月もサポートセンター周辺を散歩したり、各
種ゲーム等をしたりして楽しく交流しました。また、12 月は、14 日（月）～ 25 日（金）
にかけて一足早いクリスマス会を行いました。利用者のみなさんは、サンタの帽子やトナカ
イのカチューシャ等を付け、じゃんけんゲームで盛り上がり、最後はクリスマスプレゼント
が贈られました。利用者からは、「みんなでクリスマス会ができて良かった、楽しかった」
などの声がありました。

「つながっぺ
」に

サンタクロー
スが

やってきた！
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▲�いいたてホームの玄関前でタオルを贈呈いた
しました

▲競技中、真剣にゲートを狙っています

▲いいたて希望の里学園で記念撮影！

赤十字奉仕団赤十字奉仕団

老人クラブ連合会老人クラブ連合会

身体障がい者福祉会身体障がい者福祉会

　赤十字奉仕団として永年にわたり活動してきた功績
が認められた方々が「令和２年度奉仕団員等奉仕者功
労表彰」を受賞しました。
　また、毎年いいたてホームを慰問し、クリスマスケー
キ等をプレゼントしていましたが、今回は新型コロナ
ウイルスの影響でタオルのみ贈ることにしました。12
月 22 日に西尾ツネ委員長（二枚橋須萱）をはじめ団
員３名がいいたてホームを訪問し、小川秀行施設長に
タオル（100 本）をお届けいたしました。

【受賞されたみなさま】 （敬称略）

　第 16 回飯舘村老人クラブ連合会ゲートボー
ル大会がいいたてスポーツ公園屋内コートで開
催され、23 名が参加しました。当日は、始球
式後、チームに分かれ日ごろの練習の成果を発
揮し、お互い腕前を競い合いながら熱戦が繰り
広げられました。

　11 月 24 日に相馬身体障がい者福祉会レ
クリーション交流会が飯舘村内で行われまし
た。飯舘村と新地町の会員 14 名が参加し、
蕨平減容化施設やいいたて希望の里学園等の
村内の施設等を見学しました。その後、飯舘
村交流センターで昼食をとり、スカットボー
ルや囲碁ボールのニュースポーツをしながら
交流を深めました。

各団体の活動状況各団体の活動状況

金色有功章 銀色有功章 金枠感謝状

田村　紀恵子（二枚橋須萱） 池田　キクノ（蕨平） 齋藤　京子（深谷）

伊東　節子（関沢） 若林　みさを（二枚橋須萱） 佐藤　ロク（伊丹沢）
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心配ごと相談を開催します心配ごと相談を開催します

ありがとうありがとう
ございましたございました

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

　ここ２年ばかり暖冬が続き
ましたが、この冬は雪の多い

年になりそうです。当会では、昨年より除雪体制
の強化に努め、現在４５名のボランティアの方に
登録いただいております。ボランティア打合せ会
の中で「できない人、困っている人の役に立ちた
い」という声が聞かれました。これからも「お互
いに助け合い、支え合う」地域づくりを目指して
取り組んでいきます。今年も
よろしくお願いします。

お知らせ

ホームページ：
https://iitatesyakyo.com/
飯舘村社協

生活支援相談員「相双方部お茶のみ会」（11月 16日）・関連記事は、6ページに掲載。

弁護士法人鈴木芳喜法律事務所による法律相談を開催します。相談は無料です。
　○日　時…令和 3年 2月 19日（金）午後 1時 15分から午後３時まで
　○場　所…飯舘村社会福祉協議会
　○相談員…弁護士法人鈴木芳喜法律事務所弁護士
　○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…令和 3年 2月 16日（火）まで

　新型コロナウイルス感染拡大等の影響で休業や失業等により収入が減少し、生活資金にお悩
みの方（世帯）を対象に一時的に生活資金の貸付けの申請を受け付けており（11月 20日号掲
載）、受付期間が令和３年３月末まで延長となりました。詳細については、福島県社会福祉協
議会のホームページをご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い合わせください。
※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

●ご遺志によるご寄付　
　今野　一男　様　（故　今野　勇　様のご遺志として）
　中島　友子　様　（故　中島　一美　様のご遺志として）
　
●一般寄付
　菅野　典雄　様　（福祉活動の一助として）
　福島ヤクルト販売 (株 ) ヤクルト親交会　（福祉活動の一助として）

●物品寄付
　永末　美代子　様（千葉県）…手作りくつ下カバー
※令和２年 11月 1日から令和２年 12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

新型コロナウイルス感染症の影響による新型コロナウイルス感染症の影響による

生活福祉資金特例貸付の申請受付期間の延長について生活福祉資金特例貸付の申請受付期間の延長について
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