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第 12回飯舘村老人クラブ連合会パークゴルフ大会（6月 19日）・関連記事は、6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➡

熱戦が繰り広げられました！熱戦が繰り広げられました！

飯舘村社協

☆ホームページもご覧ください
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（理事会）

（サポートセンター）

（地域サロン）

１．理事会・評議員会・監査会等の開催
　（１）理事会　４回（書面決議含む）　　�（２）評議員会　３回（書面決議含む）
　（３）監査会　１回　　　　　　　　　　（４）評議員選任・解任委員会　２回

２．役員、職員の研修
　（１）定例会（全体会）１２回（前月業務報告、当月・翌月事業確認、協議等）
　（２）研修参加状況　６回（生活支援相談員基礎研修、ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ養成講座等の研修等）

３．行政、関係機関との連携
　（１）村健康福祉課（情報共有、各会議等参加）①地域ケア会議　②村高齢者見守り会議
　（２）県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会（各会議等参加）
　（３）南相馬市社会福祉課　①南相馬市・飯舘村地域自立支援協議会

４．財政基盤の確立
　（１）社会福祉協議会会員会費の募集
　　　�①一般会員会費…２０件　２００，０００円（２０行政区）
　　　�②賛助会員会費…４５件　２７９，０００円（事業所）
　　　�③特別会員会費…９８件　１９６，０００円（社協理事・評議員等）
　（２）寄付金
　　　�①ご遺志金…３３件　２，２１０，０００円　②一般寄付金…１件　１０，０００円

５．各事業の実施状況
　（１）村補助事業（社協運営費補助事業）
　（２）村受託事業
　　　�①サポートセンター「つながっぺ」運営事業
　　　　�１）サロン運営　・利用登録者数……１２０名　・利用者延べ人数…１，４１８名
　　　　　　�※�新型コロナウイルス感染防止のため臨時休業期間あり
　　　　　　　� (5/15 ～ 5/31、8/5 ～ 10/3、1/21 ～ 3/13)
　　　　　　�※午前中のみの営業（10/4 ～ 12/24）
　　　　�２）村内見守り訪問活動及び総合相談　
　　　　　　�・訪問件数…３，９６１件　・相談件数…４，６６９件
　　　�②コミュニティ形成事業
　　　　�１）日常生活支援（地域お助け合い）事業
　　　　　　�・利用登録者数…５５名　・提供登録者数…６２名�※除雪のみ協力者含む
　　　　　　 ・利用件数…９３件�※主な内容：道の駅等送迎、車いす介助、草刈り、除雪等
　　　　�２）視察研修事業（中止）
　　　�③地域サロン（介護予防体操普及）支援事業
　　　　�・村内での地域サロン支援
　　　　　（草野、大倉、宮内、関根松塚、臼石、前田）
　　　�④わくわく健康づくり（介護予防体操普及）支援事業
　　　　�・村外でのサロン支援（ゆかいな幸せｶﾌｪ永井川、南相馬市小さなお茶会、飯舘ＧＧ会）

令和３年度事業報告について令和３年度事業報告について
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（家族介護者交流のつどい）

（民生児童委員協議会定例会）

　　⑤家族介護支援事業
　　　・家族介護者交流のつどい開催…第 1回�6/25（10 名）��第 2回�10/25（10 名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3回 12/13（13 名）�第 4回�2/28（中止）
　　⑥放射線相談支援事業
　　　・村民の見守り訪問活動の中で放射線に関する相談支援を実施
　　⑦生活支援ワゴン運行事業�
　　　・村民の外出支援のためワゴン車を運行
　　　　（いいたてｸﾘﾆｯｸや役場、川俣町での買い物等）
　　　・利用者延べ人数…１，７６０名
（３）県受託事業
　　�①生活支援相談員事業
　　　�・避難先の見守り訪問活動��・訪問件数…４，７３１件
　　　�・各地域でのお茶のみ会（新型コロナウィルス感染防止のため中止）
　　�②日常生活自立支援事業「あんしんサポート事業」（利用者なし）
　　�③生活福祉資金貸付事業
　　　�１）貸付状況（通常）
　　　　　�・緊急小口資金…申請１件、決定１件　・福祉費…申請１件、取下げ１件
　　　�２）特例貸付状況（新型コロナウイルス感染症）
　　　　　�・緊急小口資金…申請１６件、決定１６件�・総合支援資金…申請１５件、決定１５件
（４）その他事業（共同募金配分金等）
　　�①広報事業
　　　�１）いいたて社協だより「わくわく」　６回発行���２）ホームページの管理、更新
　　�②心配ごと何でも相談事業
　　　�・弁護士による専門相談会を毎月１回実施���・相談件数…１５件
　　�③生活福祉用具・車両貸出事業
　　　�１）福祉車両貸出状況…延べ５０件��２）車いす貸出状況…延べ１４件　
　　�④福祉活動団体助成事業
　　　�１）飯舘村民生児童委員協議会 (事務局 )　２）飯舘村身体障がい者福祉会（事務局）
　　　�３）飯舘村手をつなぐ親の会　　　　４）飯舘村ボランティア連絡協議会（事務局）
　　　�５）飯舘村婦人会　　　　　　　　� ６）飯舘村更生保護女性会
　　　�７）ボランティアグループおひさま　８）飯舘村食を考える会
　　�⑤福祉チャリティー祭り事業（新型コロナウイルス感染防止のため中止）

６．生きがい事業の推進
　　（１）高齢者等（村老人クラブ連合会）活動への支援

７．障がい児・障がい者の福祉活動推進
　　（１）身体障がい者福祉会活動への協力支援（事務局）
　　（２）手をつなぐ親の会（障がい児者）活動への援助

８．ボランティア活動への支援・推進
　　（１）ボランティア活動の相談、支援
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（共同募金運動）

９．共同募金運動の推進
　　（１）共同募金委員会活動への支援
　　　　�①１０月１日より共同募金運動開始（職域、法人、イベント募金等）
　　　　�②実績�・一般募金…２１２，６３６円��・歳末たすけあい募金…４４５，３９９円
　　（２）被災地住民支え合い活動助成事業…応募数１４件

１０．日本赤十字事業・活動の推進
　　（１）日本赤十字社福島県支部飯舘村分区（事務局）�
　　（２）日本赤十字社員増強運動

１１．その他
　　（１）新型コロナウイルスワクチン接種意向調査等業務について（村受託）
　　　　�①村内に居住する６５歳以上の接種対象者に対する意向調査
　　　　　�令和３年５月１１日～６月７日（２０日間）
　　　　�②新型コロナワクチン接種受付等補助
　　　　　�令和３年９月３日～１０月１２日（１６日間）

収入 支出

収入 支出

【支出の部】

受託金収入受託金収入
�(76.4%)�(76.4%)

事業費支出事業費支出
(10.1%)(10.1%)

事務費支出事務費支出
(17.5%)(17.5%)

人件費支出人件費支出
�(71.0%)�(71.0%)

負担金支出 (-%)負担金支出 (-%)助成金支出(0.2%)助成金支出(0.2%)

積立資産支出積立資産支出
(1.0%)(1.0%)

固定資産取得支出固定資産取得支出
(0.2%)(0.2%)

経常経費補助金収入経常経費補助金収入
�(12.8%)�(12.8%)

受取金利息受取金利息
配当金収入 (-％ )配当金収入 (-％ )

事業収入 (-％ )事業収入 (-％ )

その他の収入 (-％ )その他の収入 (-％ )

前期末支払資金残高 (8.1前期末支払資金残高 (8.1%）%） 会費収入（0.6%）会費収入（0.6%）

寄附金収入寄附金収入
(2.1%)(2.1%)科　目 金　額 (円 )

会費収入 675,000
寄附金収入 2,220,000
経常経費補助金収入 13,704,579
受託金収入 81,889,650
事業収入 27,900
受取利息配当金収入 2,106
その他の収入 19,500
前期末支払資金残高 8,646,428

収入合計 107,185,163

科　目 金　額 (円 )
人件費支出 68,718,605
事業費支出 9,798,245
事務費支出 16,928,649
助成金支出 162,000
負担金支出 43,000
固定資産取得支出 165,000
積立資産支出 1,005,520

支出合計 96,821,019

【収入の部】

令和３年度決算報告について令和３年度決算報告について
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▲事務局より事業報告等の説明をしました

▲講師の動きに合わせて身体を動かしました

▲監事より監査報告がありました

▲宮谷氏（右上）と記念撮影をしました

　いちばん館において、6月 13 日に第 1回理事会、6月 27 日に第 1回評議員会がそれぞれ
開催されました。令和 3年度事業報告及び会計収支決算報告などの議案を提出し、監事の監
査報告があり両会議とも審議の結果、すべて承認されました。

　6月 20日に飯舘村交流センターで令和 4年度第 1回家族介護者交流のつどいが開催されま
した。今回は、5名が参加し、宮谷理恵氏（Rainbow�Moon- 虹月 -）が講師となり「ピラティ
ス教室」を実施しました。心身をリラックスさせ日頃の疲れを癒すことを目的に、参加者一
人ひとりの体調などを確認し、講師の説明に真剣に耳を傾けながら体を動かしました。参加
者からは、「少しでも介護から離れる時間ができ、このような企画があることがありがたい」
と感謝の言葉や「参加してよかった」の声がありました。

理事会 ・評議員会を開催理事会 ・評議員会を開催

理事会理事会

６/13６/13 ６/27６/27

評議員会評議員会

家族介護者交流のつどい家族介護者交流のつどい

できごとできごと
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▲現地見学後、参加した団員で記念撮影

▲松永氏の話に耳を傾けています

▲髙橋則雄さん（左）
　北山文子さん（右）

▶�

３
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を
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ま
し
た

各団体の活動状況各団体の活動状況 老人クラブ連合会老人クラブ連合会

★優勝★★優勝★

民生児童委員協議会民生児童委員協議会

赤十字奉仕団赤十字奉仕団

　6月 19 日にいいたてパークゴルフ場で、第 12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、天候に恵まれ 67名が参加し、上位を目
指して競い合いました。男子の部では、髙橋則雄さん（二
枚橋須萱）が前回大会に続き見事 2連覇を達成しまし
た。男女別の成績は次のとおりです。

　6月 15 日～ 16 日に県南及び会津方面への視察研
修を実施し、委員13名が参加しました。原発事故後、
浪江町から避難し西郷村で再開した「大堀相馬焼松
永窯」などを視察し、3代目窯主の松永和夫氏より
避難から再開までの経緯についての話を聞き、窯や
作品等の見学をしました。
　今回は新型コロナの影響で3年ぶりの開催となり、
参加者同士親睦を深めることができた有意義な研修
となりました。

　7月 5日に村内研修を実施し、団員 10 名が
参加しました。今回は、飯舘村長泥地区環境再
生事業の現地見学を行いました。担当者より概
要説明を聞き、花などの試験栽培や集中監視
室等を見学しました。参加者からは、「話では
聞いていたが、実際に見ることができてよかっ
た」、「村の現状を把握し、今後自分たちに何が
できるのかを考えさせられた機会になった」な
どの感想がありました。

順位 男子の部男子の部 女子の部女子の部
1 位 髙橋�則雄 ( 二枚橋須萱 ) 北山�文子 ( 飯樋町 )
２位 髙野�孝一 ( 前田八和木 ) 佐藤�廣子 ( 大久保外内 )
３位 佐藤�次雄 ( 八木沢芦原 ) 髙橋�ヤス子 (二枚橋須萱 )
４位 横山�正秀 ( 前田八和木 ) 渡邊�里子 ( 小宮 )
５位 菅野�正美 ( 佐須 ) 菅野�キミ子 (宮内 )
６位 金澤�宗忠 ( 飯樋町 ) 飯樋�アサ子 (上飯樋 )
７位 川井�吉夫 ( 二枚橋須萱 ) 髙野�惠子 ( 前田八和木 )
８位 佐藤�義彦 ( 二枚橋須萱 ) 杉浦�オナス (伊丹沢 )
9 位 菅野�正男 ( 宮内 ) 大河内�ミヨ子 (八木沢芦原 )
10 位 渡邊�守男 ( 小宮 ) 八巻�静枝 ( 草野 )
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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

【ボーリングゲーム】【ボーリングゲーム】 【誕生会】【誕生会】

【ひっくり返しゲーム】【ひっくり返しゲーム】

【レターポケット作り】【レターポケット作り】

皆さん真剣にピンを狙ってボールを投げました皆さん真剣にピンを狙ってボールを投げました

自分好みの和紙を使って作品を完成させました自分好みの和紙を使って作品を完成させました

うちわを使ってお好み焼きをひっくり返しましたうちわを使ってお好み焼きをひっくり返しました

　サポートセンター「つながっぺ」では、健康体操（百歳体操）、各種レクリエーションや制作活動
を通して交流を深めています。5月には“ボーリングゲーム”や 20枚のお好み焼きを時間内に何枚
ひっくり返すことができるのかを競う“ひっくり返しゲーム”などで身体を動かしました。6月は
和紙工芸品制作でハガキ等を入れて置ける“レターポケット作り”を行い、完成した作品を利用者
同士見せ合いながら喜ぶ姿が見られました。
　また、今年度も毎月お誕生日会を開催し、利用者さんのお祝いをしています。

おやつには本物の
お好み焼きを食べました

職員手作りのバースデー
カードをプレゼントしました
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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
メール：hidamari@iitatesyakyo.com

　ここ数年新型コロナの影響に
より各団体の活動が制限されて

きましたが、今年度は視察研修等を実施するなど感
染対策をしながら事業計画どおり活動する様子が見
られています。
　また、当協議会の事業についても今年度は各方部
での「お茶のみ会」の開催を予定しています。昨年
度は、中止となりましたが開催に向けて準備をして
いますので楽しみにしていてください。その他の事
業についてもみなさんの要望に応えられるよう実施
してまいります。よろしくお願いいたします。

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…８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…８月 16日（火）まで

※�新型コロナウイルス感染防止対策のため、当日はマスクの着用、検温、手指のアルコール消
毒にご協力ください。また、当日体調のすぐれない方は、参加を控えるようお願いいたします。

　今年度第 1回目の「お茶のみ会」を開催します。皆さんの参加をお待ちしております。

●ご遺志によるご寄付　
　髙野豊治郎　様（故�髙野　利勝�様）　　髙橋　　章　様（故�髙橋フヨノ�様）
　赤石澤重明　様（故�赤石澤チイ子�様）　木幡　岩夫　様（故�木幡トキ子�様）
　大内香代子　様（故�大内ミツ子�様）　　髙野　昌紀　様（故�髙野　行子�様）
　小山田好次　様（故�小山田ナカ�様）　　坂本　　仁　様（故�坂本　富江�様）
　渡邊　真行　様（故�渡邊ハツヨ�様）�

※令和４年 5月 1日から令和４年 6月 30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

今年度も 「お茶のみ会」 を今年度も 「お茶のみ会」 を

開催します開催します

開催地域 日にち 時　間 場　所 参加費

福島方部
8月 10日（水） 午前 10時～

11時 30分
杉妻学習センター (2 階 ) 100 円

8月 17日（水）

　令和４年７月 20日	 いいたて社協だより	 第 77号⑻


