
いいたて社協だよりいいたて社協だより

第第７４７４号号 わ くわ く わ くわ く

家族介護者交流のつどい（12 月 13 日）・関連記事は、3 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➡

みなさん花々に癒されました！みなさん花々に癒されました！

飯舘村社協

☆ホームページもご覧ください
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会長　齊藤　修一

新年のあいさつ新年のあいさつ

　いちばん館で、11 月 30 日に第 3 回理事会、12 月
20 日に第 2 回評議員会及び第 2 回評議員選任・解任委
員会がそれぞれ開催されました。理事会、評議員会では、
令和 3 年度事業実施状況報告や令和 3 年度会計第 1 次
補正予算等の議案が承認されました。
　また、評議員会及び評議員選任・解任委員会では、
新たに理事・評議員が選任されました。任期は、前任
者の残任期間となります。退任された皆様におきまし
ては多くのご協力をいただき、誠にありがとうござい
ました。

　新年あけましておめでとうございます。

　未だ世界的なコロナ禍の中ではありますが、皆様にはお健やかで穏や

かな新年を迎えられたことと、お慶び申し上げます。

　昨年は、長期にわたる新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策

等により、前年に引き続き事業の縮小や変更、中止せざるを得ないもの

が多々ありました。更に、サポートセンター「つながっぺ」運営事業を

はじめ、地域サロンのー時休業や利用者の人数制限等を行い、安全面を

最優先に実施してきましたが、職員一同引き続き村民の皆様に寄り添い、最大の効果が得られ

るような事業の展開を行ってまいります。 

　また、令和３年度の社会福祉協議会員会費、一般会員会費につきましては、行政区長会にお

いてご賛同いただき、前年に引き続き行政区単位でご協力をいただき感謝申し上げます。

　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、厚く御礼申し上げます。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症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上げ、私からの新年のごあいさつといたします。

理事会、 評議員会、理事会、 評議員会、

評議員選任 ・ 解任委員会評議員選任 ・ 解任委員会

氏　名 所　属（役　職） 任　期

【理　事】 佐藤　一郎 氏 飯舘村議会（議　長） 令和 3 年 12 月 20 日～
令和 5 年 6 月の定時評議員会まで

【評議員】 高橋　孝雄 氏 飯舘村議会（副議長） 令和 3 年 12 月 20 日～
令和 7 年 6 月の定時評議員会まで

○新任者

○退任者
【理　事】・菅野　新一 氏（佐須）

【評議員】・相良　　弘 氏（臼石）

できごとできごと
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▲講師の説明に耳を傾ける参加者 ▲職員（左）とじゃんけん勝負！

▲講演後の式典の様子 ▲渡邊民生児童委員（左）と
　佐藤代表組合長（右）

▲菅野民生児童委員

　12 月 13 日、いちばん館で「第 3 回家族介護者交流のつどい」が開催されました。今回は、
ゆきフラワースクール（福島市）の伊藤幸子氏を講師に迎え、“お正月に向けてのフラワー
アレンジメント教室”を行い、13 名が参加しました。（表紙写真）講師の指導を受けながら、
色とりどりの花々を思い思いに組み合わせ、華やかなアレンジメントを完成させました。
　その後、じゃんけん大会や情報交換をしながら交流を深めました。参加者からは、「花を飾っ
て心がリラックスできてよかった」、「じゃんけんも久しぶりで楽しかった」などの喜びの言
葉がありました

　11 月 5 日、相馬市民会館で第 75 回福島県社会福祉大会が行われました。記念講演では、
気象予報士の斎藤恭紀氏（福島テレビ専属気象予報士）が「みんなとあなたのいのちを守る
ために～警戒レベルを読み解く力～」と題して講演しました。
　また、式典では表彰状・感謝状の贈呈があり、その中で飯舘村森林組合様（佐藤長平代表組合長）
が多額寄付による県知事感謝状、菅野正美さん（佐須）と渡邊勝義さん（前田八和木）が長年
の民生児童委員としての活動が認められ、県知事感謝状を受賞されました。菅野民生児童委員
と渡邊民生児童委員は、平成 22 年 12 月 1 日から現在も地域のために活動を続けています。

福島県社会福祉大会福島県社会福祉大会

家族介護者交流のつどい家族介護者交流のつどい
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　今年度も村内各地区でサロンが開催されています。新型コロナウイルス感染防止のため中止
する期間もありましたが、感染防止対策（検温・手指消毒等）を徹底しながら、百歳体操やお
茶会、出前講座（健康教室等）等を取り入れながら楽しく活動をしています。
　また、今年度は「わくわく健康づくり支援事業」として、村外（避難先）で自主的に行って
いるサロンも支援し、現在は南相馬市と福島市でサロンを開催している団体も百歳体操を取り
入れながら交流を深めています。

今年度も各地域でサロンが開催されています！今年度も各地域でサロンが開催されています！

～村内の様子～～村内の様子～

【草野】 【宮内】

【関根松塚】 【臼石】

みんなで百歳体操みんなで百歳体操草野集会所草野集会所 宮内公会堂宮内公会堂

関根松塚集会所関根松塚集会所

石神学習センター石神学習センター

臼石集会所臼石集会所

永井川集会所永井川集会所

出前講座（栄養教室）出前講座（栄養教室）

【南相馬市小さなお茶会】【南相馬市小さなお茶会】 【愉快な幸せカフェ永井川 （福島市）】【愉快な幸せカフェ永井川 （福島市）】

～村外の様子～～村外の様子～
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▲杉岡村長（右）より県知事感謝状を
　受け取る菅野益夫さん（左）

▲齋藤県老人クラブ連合会事務局長の
　話を真剣に聞いています

▲佐々木施設長（中央）にタオルを贈呈
　しました

▲DVDと資料を見ながらの研修となりました

各団体の活動状況各団体の活動状況

　12 月 6 日にいちばん館で、第 34 回福島県高齢者福祉大会における表彰受賞者の伝達式が
行われました。村老人クラブ連合会元会長の菅野益夫さん（関根松塚）に県知事感謝状、前会
長の菅野敬さん（関根松塚）に県老人クラブ連合会長表彰状が伝達されました。
　伝達式後、村老人クラブ連合会役員研修会を開催し、杉岡誠村長より「わくわくする村づく
りについて」、齋藤千恵子県老人クラブ連合会事務局長から「老人クラブ活動について」、それ
ぞれから講話をいただきました。今後の活動に向けて有意義な時間となりました。

老人クラブ連合会老人クラブ連合会

　12 月 17 日に飯舘村交流センター「ふれ愛館」
で定例会を開催し、委員 22 名が出席しました。
今回は、「地域共生社会に向けた民生委員・児童
委員活動」をテーマにとした講義動画視聴による
DVD 研修を行いました。委員からは、「民生児童
委員の役割、連携の大切を感じることができた」
などの感想がありました。

赤十字奉仕団赤十字奉仕団

　12 月 24 日、西尾ツネ委員長（二枚橋須萱）ら３名
の団員がいいたホームを慰問し、佐々木裕行施設長に
タオル（170 本）をお届けいたしました。毎年、クリ
スマス会に合わせてケーキ等をプレゼントしていまし
たが、今年も新型コロナウイルス感染防止のため玄関
先でタオルのみ贈ることになりました。

民生児童委員協議会民生児童委員協議会
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利用者のみなさん、プレゼントを受け取り大満足！利用者のみなさん、プレゼントを受け取り大満足！

ビンゴゲーム！ビンゴゲーム！
数字とにらめっこ数字とにらめっこ

ルーレットゲーム！ルーレットゲーム！
何が当たるかな…何が当たるかな…

みんなお揃いの赤い服で参加しましたみんなお揃いの赤い服で参加しました

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、12 月 13 日（月）～ 24 日（金）にかけて毎年恒
例のクリスマス会を行いました。今年も、つながっぺにサンタクロースがやってきて、ビン
ゴゲームやルーレットゲームを楽しみ、最後に利用者全員にクリスマスプレゼントが贈られ
ました。また、利用者同士服装を揃えて参加された日もあり、みんなで一足先にクリスマス
を楽しみました。
※ 1月 5日（水）より通常どおり（午前 10時～午後 3時まで）の利用となっています。

つながっぺつながっぺ
サンタクロース登場！サンタクロース登場！

利用者ひとりひとりに利用者ひとりひとりに

笑顔が届けられました笑顔が届けられました
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　今年度も住民交流事業「お茶のみ会」を各地域で開催します。皆さんの参加お待ちし
ています。

　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を支援する助成を行っ

ています。県内在住者 5 名以上で構成される団体に 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、

講師謝金等に活用できます。

　今年度の応募受付終了予定日が、令和 4年 1月 31 日（月）となりましたので、応募

する団体は早めの申請をお願いいたします。詳細は、お問い合わせください。

　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 4 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。

※今年度は各会場１回のみの開催となります。

お知らせ① 今年度も開催します！「お茶のみ会」のご案内今年度も開催します！「お茶のみ会」のご案内

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

令和３年度赤い羽根 「被災地住民支え合い令和３年度赤い羽根 「被災地住民支え合い

活動助成事業」 について活動助成事業」 について

開催地域 日にち 場　所 時　間 参加費

川俣方部 １月 24日（月） 川俣町
老人福祉センター

午前 10時～
午前 11時 30分 200 円相双方部 １月 28日（金） 南相馬市

原町区福祉会館

福島方部① ２月 ９ 日（水） 福島市
杉妻学習センター福島方部② ２月 15日（火）
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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・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

　今シーズンの冬は寒く、昨年末
にかけてまとまった雪が降りまし

た。当協議会では、除雪のニーズが多くなる時期に
備え、日常生活支援（地域お助け合い）事業として、
村民のみなさまのご理解とご協力を得ながら除雪支
援を行なっています。昨年度に比べて、雪かきの要
望が多くあり、ボランティアの方と協力しながら除
雪支援を行っていますが、除雪以外でも困ったこと
がありましたら、当協議会にご相談ください。
　まだまだ寒い日が続きますので、お体に気をつけ
てお過ごしください。2022 年もよろしくお願いし
ます。

編集後記

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…２月 18 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…２月 15 日（火）まで

●ご遺志によるご寄付　
　・長谷川義宗 様（故 長谷川健一 様）　・高橋　賢一 様（故 高橋　忠男 様）
　・大谷　勝重 様（故 大谷　春吉 様）　・髙野　勝幸 様（故 伊藤トキ子 様）

●一般寄付
　・福島ヤクルト販売 ( 株 ) ヤクルト親交会　様（福祉活動の一助として）

※令和 3 年 11 月 1 日から令和 3 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

ご 報 告ご 報 告
令和３年度社会福祉協議会令和３年度社会福祉協議会

会員会費ご協力のお礼会員会費ご協力のお礼

　今年度も多くのみなさまに当協議会会員として、一般会費（各行政区）・特別会費（社会福
祉協議会理事・監事・評議員、村議会議員、村農業委員、村農地利用最適化推進委員、村教
育委員、行政区長、民生児童委員及び福祉に理解のある方等）・賛助会費（事業所等）会費の
納入にご協力いただきました。みなさまからいただきました会費は、社会福祉事業のために
有効に活用させていただきます。ありがとうございました。
　なお、会費の納入にご協力していただける方は、3 月末まで受付けておりますので社会福祉
協議会にご連絡ください。よろしくお願いいたします。

お知らせ②
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