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サポートセンター「つながっぺ」ちぎり絵制作（2月 15日）・関連記事は、2ページに掲載

スマートフォン等でご覧に
なりたい方はこちらから➡

約１ヶ月ぶりに再開しました！約１ヶ月ぶりに再開しました！

飯舘村社協

☆ホームページもご覧ください
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　「つながっぺ」は、新型コロナウイルス感染防止のため１月 15日から約 1ヶ月間臨時休業
しました。その間、サロン担当者は利用者宅を訪問し、自宅で簡単にできるぬりえや計算ドリ
ル（問題集）等を配付しながら、健康状態の確認等を行いました。
　そして、2月 15日からは感染防止策をさらに徹底しながら再開しました。利用者からは、「待
ち遠しかった」、「再開してうれしい」などの喜びの声が多く聞かれました。

1月は、編み物やすごろく、ぬりえなどをやりながらゆったりと過ごしました。

午前中は久々の百歳体操で体を動かし、午後からはちぎり絵で花などを
制作したりしました。

仲良しです！仲良しです！

休業期間中自宅でも編み物をや休業期間中自宅でも編み物をや
りマフラーを完成させましたりマフラーを完成させました

【頭の体操】【頭の体操】

【百歳体操】【百歳体操】【ちぎり絵】【ちぎり絵】

【編
み
物
】

【編
み
物
】

【す
ご
ろ
く
】

【す
ご
ろ
く
】

【ぬ
り
え
】

【ぬ
り
え
】

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

2/15から

再開！
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圓谷儀一さん・みき子さん【蕨平】

武藤貞子さん・とも子さん【関沢】

佐々木謹一さん【佐須】

田村ノイさん【飯樋町】

中島友子さん【比曽】

　今年度も生活支援相談員が飯舘村内及び村外で村民のみなさんの生活支援・見守り訪問活動
を行ってきました。その中で、困りごとの相談や近況報告など色々な話を聞いています。今回
は、訪問先でのみなさんの様子を紹介します。帰村された方、戻れない方などさまざまですが、
みなさん元気に生活しているようです。

　結婚して 60 年以上、いくつになっても仲良し
夫婦です。飼い犬の「ころちゃん」は、17年一緒
に生活し、家族の一員となっています。震災を経
験し、避難生活をともにし、どんなときもそばに
いました。「わが子のようにかわいい」と話してい
ました。

　約 2年前に友人に勧められて「般若心経」を書くよう
になりました。昔は忙しくて字を書いたりする時間がな
かったため、今になって頑張っているそうです。その他
にも折り紙を使って毬なども作っています。「自由に何で
もやらせてくれる家族に感謝している」と笑顔で話して
いました。

　貞子さんは、92歳になりましたが元気で、編み物や縫
い物が得意です。とも子さん（娘）も一緒にやることが
あるそうです。震災後、仮設住宅に避難中もいろいろな
物を作ってきました。現在は帰村し、最近クッションを
作り、これからも新しいものを作りたいと意気込んでい
ました。

　約４年前に帰村しました。帰村後、
特にやることもなかったのでかご作り
を始めました。その中でアケビと藤の
つるを使って藤製品を制作しました。
他にも色々な物を作り、欲しいという
方にはあげているそうです。

　約 4年前、新聞記事にパイナップル栽培に成功し
た人の記事が載っていました。挑戦してみようと思
い、食べ終わったパイナップルのヘタから育て、昨
年ようやく実がなり、家族でおいしく食べたそうで
す。現在も子育て中（栽培中）で２人目ができるの
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
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今回送付した手紙です

ミズキの木の枝に飾り付けをしています

真剣に説明を聞く子どもたち

平成 26 年から送付してきた手紙には
色々な思いが詰まっています

老人クラブ連合会老人クラブ連合会

民生児童委員協議会民生児童委員協議会

　1月 13 日、いいたて希望の里学園で「世代間
交流事業」として、1年生を対象に小正月の行事
「だんごさし」が行われました .。会員 7名が先
生となり、児童のみなさんにだんごさしの由来
や団子の作り方を教えながら、子どもたちと一
緒に活動しました。丸めた団子をミズキの木の
枝に挿し、縁起の良い鯛・小判なども飾り付け、
できあがったものを校舎内に飾りました。
会員のみなさんは、
伝統行事を通して子
どもたちと楽しく交
流をすることができ
ました。

　民生児童委員協議会では、平成 26年度から７年間「心の手紙」事業（年２回）を続けてきました。
今回で１４回目を迎え、１月下旬頃各担当地区の民生委員より手紙をお送りしましたが、震災から
10年目の節目を迎え、今回で一区切りとなります。委員からは、「感謝の言葉をいただくことが多く、
やってきて良かった」、「遠方に住んでいるので、とても励みになっているという連絡があった」な
どの声がありました。松原光年会長（小宮）は、「手紙は一区切りとなるが、今後も村民のみなさま
のために活動していきたい」と話していました。

各団体の活動状況各団体の活動状況
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赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動
　令和２年 10 月 1日から「赤い羽根共同募金運動」を実施し、多くのみな
さまに募金のご協力をしていただきました。誠にありがとうございました。
今回お寄せいただいた寄付金は、村の福祉事業に活用させていただきます。

ご協力いただいた皆様（敬称省略、順不同）ご協力いただいた皆様（敬称省略、順不同）

大澤自動車整備工場　
飯舘自動車工業
㈱菊池製作所福島工場　
㈲北原商店　
濱田建設工業㈱
㈲濱田石材工業
あぶくま信用金庫飯舘支店
ＪＡふくしま未来飯舘総合支店
ヘアーサロンさいとう
南東北クボタ飯舘営業所
飯舘村復興除染事業協同組合
㈱東栄
㈲渡建工業
㈲福相建設

（同）福相農園
小宮簡易郵便局

各方部お茶のみ等 村文化祭
老人クラブＰ G 大会

道の駅までい館

村役場、学校等
各団体、施設等

各募金箱等いいたて希望の里学園

◆法人（事業所）募金

◆戸別募金 ◆イベント募金

◆街頭募金

◆職域募金

◆その他の募金◆学校募金

山田電子工業㈲
㈲長谷川電気工事
㈲荒木屋
ゑびす庵
渡辺輪業自動車整備工場
志賀板金外装　
㈲佐藤モータース　
㈲佐藤石材
三坂製作所
嘉藤塗装店
㈲臼石自動車整備工場　
㈱英工務店　
㈱ハヤシ製作所
㈱カネコ林でんきや
飯舘村森林組合
ヘアーサロン花井

㈱ＳＫブラスト
二枚橋郵便局
㈲高橋石材工業
飯舘電力㈱
斎藤運輸工業㈱
理容さかもと
オートショップ山田
㈱大沢工務店
㈲細川工務店
㈲高橋組　
㈲菅野建業　
㈱福島石販  
㈲高橋製作所
㈲椏久里
㈲大内測量設計事務所

募金方法 一般募金 歳末たすけあい募金
戸別募金 0件 0円 5件 24,592 円
街頭募金 1件 2,279 円 0件 0円
法人募金 11件 58,000 円 36 件 310,000 円
学校募金 0件 0円 1件 5,472 円
職域募金 16件 133,469 円 9件 111,022 円
イベント募金 2件 62,105 円 0件 0円
個人募金 0件 0円 0件 0円
その他の募金 9件 7,617 円 3件 41,091 円
合　計 39件 263,470 円 54 件 492,177 円
総　額 ７５５，６４７円

令和２年度共同募金実績報告
令和３年３月１日現在
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お知らせ①

　当協議会が地域福祉等に関する事業を展開するうえでみなさまからの会費及び寄付金等は貴
重な財源となります。震災の影響により平成 23年度以降会員（会費）の募集を行っていませ
んでしたが、昨年より募集を再開し、総額 721,000 円（令和３年２月２８日現在）のご協力
をいただきました。ありがとうございました。
　令和３年度も下記のとおり実施しますので趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお
願いいたします。

　日赤福島県支部飯舘村分区（事務局：村社会福祉協議会）では、日本赤十字社社資 (活動資金 )
の募集を平成28年度より再開し、昨年 (令和２年4月～12月 )は177,000円の善意が寄せられ
ました。令和３年も振込用紙を使用し、日赤社資にご協力をお願いいたします。
　日本赤十字社は災害救護活動や奉仕団体の育成、いのちや健康を守る活動（血液事業、医療活動、
社会福祉事業など）を行っており、社資はこれらの活動の資金となります。また、社資には税制優
遇措置がある他、表彰制度（下記のとおり）もあります。皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

※振込用紙（村の広報物２月２０日号同封）にご協力いただける金額を記入の上、郵便局・各銀
行でご利用ください。

会員種別 会　費 備　考

一般会員（各世帯） 一世帯あたり 1,000 円
※�代替措置として、各行政区
一口 10,000 円以上
各行政区へ依頼します。

特別会員（社協役員、福祉に
理解のある方等）

一世帯あたり 2,000 円
各事業所及び団体等へ直接依
頼します。

賛助会員（事業所、団体等） 　一口あたり 5,000 円

表彰種別 表彰の基準 表彰品

特 別 社 員 一時または数次（10年以内）に 2万円以上
のご協力をくださった方

特別社員称号贈与通知書、金色バッジ、
陶器製又は樹脂製門標（個人のみ）

支部長感謝状 一時または累計 10万円以上 20万円未満の
ご協力をくださった方 感謝状

銀 色 有 功 章 一時または累計 20万円以上 50万円未満の
ご協力をくださった方

銀色有功章（楯）、
陶器製門標（個人のみ）、略章

金 色 有 功 章 一時又は累計で50万円以上のご協力をくだ
さった方

個人：金色有功章、章記、略章
法人：金色有功章（楯）、略章

日本赤十字社社資 （活動資金） を募集しています

令和３年度会員 （会費） を募集します
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お知らせ②

　社会福祉協議会では、ボランティア活動や地域福祉活動中のケガや事故等に備えるため、ボ
ランティア活動保険やボランティア行事用保険の受付を行っています。詳細は、お問い合せく
ださい。

①ボランティア活動保険
　ボランティア活動保険は、活動中に起こったボランティア自身のケガや活動のための行き帰
りの途中での事故、活動先で人にケガをさせてしまったときや物を壊してしまったときに補償
される保険となっています。年間保険料は、以下のとおりです。

※天災・地震補償プランは、災害時（地震・津波・噴火）も補償対象
※特定感染症の補償対象には新型コロナウイルス感染症も含む
※補償期間：令和３年 4月 1日～令和４年 3月 31日まで
（中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日から令和４年 3月 31日まで）

②ボランティア行事用保険
　ボランティア行事用保険は、地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事における主
催者や参加者のケガした場合や主催者の賠償責任が補償される保険となっています。1名あた
りの保険料は、以下のとおりです。

※補償期間：加入手続き完了日の翌日以降の行事開催期間

※Ａ・Ｂコースは、地震・噴火またはこれらによる津波によりケガをした場合も補償対象

Ａプラン（日帰り） １日 28円～（最低保険料 560 円～）
Ｂブラン（宿　泊） １泊２日（2日間）241 円～

コース Ａ Ｂ Ｃ
保険料 12,000 円 8,000 円 5,000 円

（１名あたり） 基本タイプ 天災・地震補償プラン
保険料 ３５０円 ５１０円

老人クラブ団体傷害保険 「熟年生活安心保険」 の
受付けをしています

「もしも」 の時に備えて、 保険への加入をお勧めします！

　「熟年生活安心保険」は、老人クラブ会員と会員のご家族の方が加入できます。日常生活
におけるさまざまなケガ（道で足をすべらせたり、階段や自転車で転倒したりしたケガなど）
を補償されますので、万が一に備えてご加入をお勧めします。詳細は、お問い合せください。
　○保険期間：令和３年 4月 1日午後 4時～令和４年 4月 1日午後 4時（1年間）
　　※年度途中でも加入できます。（保険期間により保険料が変わります。）
　○保険料：1名あたりの年間保険料は以下のとおりです。

令和３年度ボランティア保険の
受付けをしています
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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

　震災から１０年が経過し、帰
村してから４年が過ぎようと

しています。これまで当協議会では、生活支援相
談員による見守り訪問活動やお茶のみ会の開催、
サポートセンター「つながっぺ」の運営、各団体
の活動支援など各種事業に取り組み、村民のみな
さまの要望等に応えられるように努めてきまし
た。今後もみなさまの意見や要望等を聞きながら、
令和３年度も継続して事業を実施していきたいと
思います。

お知らせ③

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

サポートセンター「つながっぺ」ちぎり絵制作（2月 15日）・関連記事は、2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４月 20日（火）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４月 15日（木）まで

　令和３年２月１３日に福島県沖を震源とした地震により県内各地に大きな被害をもたらしま
した。当協議会では、被害を受けた方々を支援するために義援金の募集を行います。お寄せい
ただ義援金は、相馬地方の被災地等へお届けいたします。皆さまの温かいご支援ご協力をよろ
しくお願いいたします。

　○募集期間：令和３年４月３０日（金）まで
　○募集方法：直接受付窓口へお持ちください。
　○受付窓口：飯舘村社会福祉協議会
　　　　　　　（飯舘村伊丹沢字伊丹沢 571 陽だまりの家）

●ご遺志によるご寄付　
　阿部　俊夫　様　（故　阿部　俊彦　様のご遺志として）
　小山　　茂　様　（故　小山　辰雄　様のご遺志として）
　髙橋　　清　様　（故　髙橋　藤七　様のご遺志として）

※令和３年１月１日から令和３年２月 28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

令和３年２月 「福島県沖地震」 災害義援金令和３年２月 「福島県沖地震」 災害義援金

を募集していますを募集しています
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