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サポートセンター「つながっぺ」オリンピック（7 月）・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➡

☆めざせ！金メダル☆☆めざせ！金メダル☆

飯舘村社協

☆ホームページもご覧ください
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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

職員より一人ひ

とりにメダルが贈

られました

真剣な表情！

ボールを投げた

り、 転がしたりし

ました

盆踊りなど夏の風物詩を満喫し、 利用者同士交流を深めることができました

　サポートセンター「つながっぺ」では、7 月 8 日～ 7 月 21 日まで『つながっぺオ
リンピック』を開催し、ボッチャ競技を行い金メダル争いが繰り広げられました。競
技終了後は、恒例の記念撮影を行いました。（表紙写真）利用者からは、「この歳になっ
て金メダルをもらえるとは思わなかった」などの喜びの声がありました。
　また、7 月 26 日から『夏祭りｉｎつながっぺ』を開催し、金魚すくい・的当てゲー
ム・くじ引きなどを楽しみました。「人生で初めて経験した」、「とても楽しかった」な
どと話しながら利用者同士にぎわいました。
※新型コロナの感染防止のため 8 月 5 日より 9 月 12 日まで臨時休業いたしました。

【金魚すくい】【金魚すくい】

【的当てゲーム】【的当てゲーム】
【盆踊り】【盆踊り】

【くじ引き】【くじ引き】
夏祭り夏祭り

オリンピックオリンピック
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講師の話に耳を傾け、認知症について学びました

前年度優勝者が選手宣誓を務めま
した

�好プレーが見られるなど優勝を目指
して競い合いました

順位 男子の部 女子の部

1位 菅野　正男（宮内） 北山　文子（飯樋町）

２位 横山　正秀（前田八和木） 佐藤　廣子（大久保外内）

３位 髙橋　則雄（二枚橋須萱） 杉浦　オナス（伊丹沢）

４位 北山　信政（飯樋町） 飯樋　アサ子（上飯樋）

５位 佐藤　次雄（八木沢芦原） 菅野　光子（関根松塚）

６位 佐野　幸正（前田八和木） 丹野　マサイ（飯樋町）

７位 髙野　孝一（前田八和木） 渡邊　里子（小宮）

８位 丹野　嘉明（飯樋町） 長正　文子（大久保外内）

9位 佐藤　正由（宮内） 北原　澄子（宮内）

10位 永澤　清二（飯樋町） 菅野　キミ子（宮内）

【お知らせ】【お知らせ】

各団体の活動状況各団体の活動状況

　7 月 16 日に飯舘村交流センターで定例会を開
催し、飯舘村地域包括支援センターの職員を講師
として「認知症について」をテーマに勉強会を実
施しました。認知症の症状や予防するための生活
習慣などについての講話を聞き、委員の方からは

「今後の活動に活かしていきたい」などの感想が
ありました。

　7 月 18 日、いいたてパークゴルフ場で、第 10 回飯舘村老人
クラブ連合会パークゴルフ大会が開催されました。当日は、晴天
のもと約 90 人が参加し、熱戦が繰り広げられました。男女別の
成績は次のとおりです。上位入賞には、賞状や賞品等、その他ホー
ルインワン達成者にも賞品が贈られました。

　上田哲夫さん・秀さん（草野）より、今まで使用していたグラウンドゴルフ及びパークゴルフ用
のステッィク等を寄贈していただきました。大会開催時等の貸出しに活用させていただきます。あ
りがとうございました。

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
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飯舘村共同募金委員会からのお知らせ飯舘村共同募金委員会からのお知らせ

「行動と あなたの気持ちで 変わる未来」「行動と あなたの気持ちで 変わる未来」

～赤い羽根共同募金運動が始まります～～赤い羽根共同募金運動が始まります～
令和３年スローガン令和３年スローガン

　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 75 万円の募金が寄せられました。ご協力いただいた募金は、福
島県内の社会福祉施設等や村の地域福祉のために役立てられています。また、昨年度の募金
の一部は、社会福祉協議会の令和 3 年度の事業に使われており、主な事業は以下のとおりです。
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。

募金運動は、下記のように行われますので
ご協力をお願いします

　日常生活の心配ごと相談を
受付け、助言をするとともに、
必要に応じて弁護士等に相談
を依頼し解決を図ります。

※ 今年度も新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら実施していきますので
ご理解とご協力をお願いいたします。

　住民の福祉増進のために、
福祉団体の育成及び活動資金
の助成を支援します。

　車イスや福祉車両等を無
料、または低料金で貸出しし
ます。

心配ごと相談事業 福祉活動団体助成事業 生活福祉用具車両貸出事業

①戸別募金 各世帯による募金

②職域募金 職場等の職員の皆さんによる募金

③法人募金 各企業による募金

④学校募金 学校の児童、生徒の皆さんによる募金

⑤街頭募金 街頭で通行人等による募金

⑥イベント募金 村文化祭等の各イベント参加者による募金

⑦その他の募金 公共施設等に募金箱を設置し、来訪者による募金
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小山部長（右）より齊藤会長（左）に目録が手
渡されました

車両にはジャパンゴルフツアーのロゴ
が入っています

ご 報 告ご 報 告 事務局長交代について事務局長交代について

車両を寄贈していただきました！車両を寄贈していただきました！

　この度、事務局長が交代となりましたので、ご報告いたします。
前事務局長の安部光夫は、令和 3 年 7 月 31 日をもって退任し、8 月 1 日付けで新事務局長と
して菅野純子（村役場派遣）が就任いたしました。

　8 月 6 日、ジャパンゴルフツアー選手会より当協議会
に福祉車両として軽乗用車（スズキ・アルト）1 台が寄
贈されました。贈呈式は、福島県社会福祉協議会で行わ
れ、選手会事務局の小山和顕日本ゴルフツアー機構渉外
部長が齊藤修一会長に目録を手渡しました。齊藤会長は、

「訪問活動などに有効に活用させていただきます」と謝
辞を述べました。

　このたび事務局長を拝命しました菅野純子です。
　昨年度より続く新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中で
はありますが、ひとりひとりの心により添いながら、各種事業に取り
組んでまいります。当協議会の重点目標である村民の皆様が互助（お
互い様）の気持ちで心身ともに健やかで人と人とが支え合い助け合い、
健康で安心して生活できる地域社会再建をお手伝い出来る社会福祉協

議会をめざしてまいりたいと思います。
　今後とも皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

事務局長就任のあいさつ事務局長就任のあいさつ
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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

生活福祉資金特例貸付の生活福祉資金特例貸付の
申請受付期間が延長されます申請受付期間が延長されます

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
メール：hidamari@iitatesyakyo.com

　今年は東京オリンピックが
開催され、つながっぺでもオ

リンピック気分を味わうためにボッチャを実施し
たところ大変盛り上がり、たくさんの笑顔が見ら
れました。そんな中、各地で各種イベント等が自
粛や延期・中止となり、当協議会でも開催を予定
していました福祉チャリティー祭り（8 月 22 日）
が中止となりました。次年度は、開催できること
を願うとともにみなさんに笑顔で会えることを楽
しみにしています

お知らせ

ホームページ：
https://iitatesyakyo.com/

飯舘村社協

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 10 月 20 日（水）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 10 月 15 日（金）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、受付期
間が令和３年１１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（http://www.fukushimakenshakyo. or.jp/1000.1201.htm）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　
　・大東　　勇 様（故 大東　春子 様） ・佐藤　公善 様（故 佐藤　菊美 様）
　・愛澤　卓見 様（故 愛澤　文良 様） ・田辺　敬一 様（故 田辺ミヨ子 様）
　・佐藤　公雄 様（故 佐藤ミツイ 様）・杉下　龍子 様（故 杉下　初男 様）

※令和 3 年 7 月 1 日から令和 3 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
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