
弁護士による心配ごと相談所開設のご案内
日常生活の中で起こる法律に関わる内容等について、

弁護士が無料で相談に応じます。

令和 4 年２月22日㈫
※時間は電話受付の際にお伝えします。

日　　時

天栄村老人福祉センター場　　所

村内在住者対　　象

相談内容は、当日直接弁護士へご相談ください。

※事前に予約が必要になります。
　令和4年2月16日㈬までに社会福祉協議会まで
　お申込ください。

いろいろな情報を
いち早くお届けします。
ぜひチェックしてみて
ください

検索はこちら 
　▶ 天栄村社会福祉協議会
検索はこちら 
　▶ 天栄村社会福祉協議会

ID検索はこちら
　▶ @446eqkiu
ID検索はこちら
　▶ @446eqkiu

検索はこちら
　▶ @teneishakyo
検索はこちら
　▶ @teneishakyo
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この社協だよりは印刷代の一部を共同募金助成金により作成されております

天栄村社会福祉協議会
（天栄村老人福祉センター内）

〒962-0503
福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字富士見山15-1
TEL： 0248-82-2826　FAX： 0248-82-2832　
H P： https://www.teneishakyo.or.jp

発 
行



社協だより2 第88号

お供え餅・しめ縄介護用品

食料・日用品図書カード

歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として、地域住民やボランティア、民生委員、社会福祉協議会
等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して
暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て多様な福祉活動を展開するものです。

ご協力頂いた民生委員の皆さん

大里小学校 湯本小学校 天栄中学校 湯本中学校

　あけましておめでとうございます。
　皆様には、日ごろより、社会福祉協議会会費、赤い羽根共同募金や歳末たすけあいを
はじめ、本会の事業推進にあたりまして、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　昨年も、新型コロナウイルス感染症の拡大により、活動が制限される中、「基本的な感染対策」を徹底
しながら事業を進めて参りました。「歳末たすけあい」についても、年末、民生委員の皆さんのご協力を
いただき、正月用品等をお届けすることができました。
　現在も新変異株の感染が国内で広がるなど、終息の見通しが立たない中ではありますが、「誰もが安心
して暮らすことのできる福祉のまちづくり」を目指して、必要とされる事業に取り組んで参ります。
　また、本会では介護を必要とする方に対して、訪問介護サービス、訪問入浴サービス等の提供を行う「天
栄村ホームヘルパーステーション」の事業運営を行っております。介護サービスを必要とする方がおられ
ましたら、お気軽にご相談ください。
　今後とも村社会福祉の向上のため、役職員一丸となって取り組んで参りますので、皆さま方のご支援と
ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

新年のご挨拶
会 長

社会福祉法人
天栄村社会福祉協議会
添 田　勝 幸

天栄村共同募金委員会・民生児童委員協議会
を通じ助成されました。

村の福祉事業サービスとして使わせて頂きます。

●児童のために ●高齢者のために

●地域のために ●災害対策のために

県共同募金助成

社協事業助成

427,000円

547,786円

令和４年度 社協事業助成

（赤い羽共同募金＋歳末たすけあい運動）
759,887円

ブックスタート事業 おはぎ・ぼた餅配食サービス
散髪サービス

ボランティア育成支援
広報「社協だより」発行

災害用機器の
整備・管理

令和３年度　赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動

ご協力

1,518,000円
119,046円
63,642円
61,231円

1,761,919円

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい運動 合　　計
戸別募金
職域募金
学校募金
その他募金
合　　計

（1,380件）828,000円
（20件）58,306円
（6件）33,249円
（4件）55,231円

（1,410件）974,786円

（1,380件）690,000円
（21件）60,740円
（6件）30,393円
（2件）6,000円

（1,409件）787,133円

昨年、皆様にご協力頂きました募金は、下記のとおり配分させて頂きましたのでご報告致します。（令和4年1月20日現在）
ありがとうございました

社協事業助成
212,101円

介護用品（10件）
33,600 円

お供え餅・
しめ縄（61件）
127,478円

歳末天福祭
91,500円

災害関係対策
機器整備
199,686円

図書カード
（20件）
78,000円575,032円

事業助成金

食料・日用品
（5件）
44,768円
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お供え餅・しめ縄介護用品

食料・日用品図書カード

歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として、地域住民やボランティア、民生委員、社会福祉協議会
等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して
暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て多様な福祉活動を展開するものです。

ご協力頂いた民生委員の皆さん

バケツリレー実演の様子

災害が起きたことを想定し、防災について約３０名の参加者が理解を深めました。ゲームを通
して、災害時の対応に必要な「知恵」が身につき、いざという時のための備えの大切さ、地域の
つながりや支えあいの重要性を一人ひとりが実感されていました。

×12月17日
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７５歳以上の一人暮らし・高齢者夫婦世帯の希望者４８世帯（６７個）にボランティア団体「翠の会」より配布
しました。

今年、米寿（満８８歳）を迎えられる方に長寿のお祝いとして本会理事より記念品を贈呈しました。

9 22

10
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天栄中学校の職場体験学習において、
福祉に携わるきっかけづくりとして１名
の生徒を受入れました。社協の事業やボ
ランティア活動をとおして、地域の方と
交流を図りながら楽しく体験していただ
きました。ご参加いただいた桑名さんあ
りがとうございました。
また、天栄中学校生徒の皆さんに呼びか
けて、ペットボトルキャップを集めていた
だきました。

ボランティアセンター登録ボランティアや村職員の皆
さんの手によって一つ一つ設置しました。
また、幼稚園児の願いごとが入ったペットボトルタワー

や中学生手づくり
のツリーも設置さ
れ、色鮮やかな光を
放っていました。

11 1
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全国の市町村で、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるための地域における助け合い・支え
合い活動を「地域の視点で広げよう！」という取り組みが始まっています。　本会では、村から委託を受け、
地域住民が主体となり生活支援や介護予防の取り組みの充実をめざした「生活支援体制整備事業」に取
り組むため、生活支援コーディネーターを配置し活動をしています。

日常生活において、高齢者の異変を早期に気づくため、住民
同士の声掛けや目配りなど、必要な支援につなぐネットワーク
づくりが基盤となります。

そこで、村内の事業所等にご協力をいただきながら、より多く
の目で困りごとに気づき、解決することができるような「てん
えい見守りネットワーク」を構築します。

作成したチラシを配布させていただいたところ、事業所の方
は、（来店された方で）気になる方はいるけれどどこに相談した
ら良いのか…そんな声もありました。

すぐには解決できない課題も、皆さんの“見守り”や“気づき”は
いつか“支えあい”に変わります！

９月３０日㈭に開催された令和３年度第１回
生活支援協議体において、活動を報告しま
した。
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いわせオリオンライオンズクラブ様郡山ヤクルト販売㈱様

種　　類 サービス利用時間・回数 費　　用

天栄村ヘルパーステーションでは、介護を必要とされる方が住み慣れた地域で生活が送れる
ようヘルパーが訪問し、サービスを提供しています。利用者様はもちろん、ご家族様の負担を
少しでも軽減できるサポートをします。

　在宅で寝たきりの方や療養されている方、お年寄りやひと
　り暮らしの方の日常生活で必要とされるサービス提供を
　行います。
　【身体介護】
　排せつ介助　更衣介助　入浴介助　身体清拭　服薬介助
　【生活援助】
　食事の調理　衣類の洗濯　掃除　買物

　在宅で寝たきりの方を入浴させることが困難な時に、
　移動入浴車でヘルパーが訪問、入浴介助を行います。

　重度の障害のある方に対し、障害者総合支援法に基づい
　て居宅介護を行います。　

　天栄村より派遣依頼があった方の「生活援助」中心の
　介護を行います。

身体介護

生活援助

３０分未満
３０分以上～１時間未満
４５分未満
４５分以上
１回

250 円
396 円
183 円
225 円
1,260 円訪問入浴

◆料金について
介護保険法改正により基本料金に、訪問介護・入浴特別地域加算 15％、
介護職員処遇改善加算として介護10％・入浴4.2％が加算されます。
※身体介護と生活援助の組み合わせもできます。また、介護保険以外の
サービスなど、詳しい内容は事業所へ問い合わせ下さい。

　父子家庭、重度の障がい等により家事に困窮を来
　している家庭を対象に、調理・洗濯・掃除等の家事
　を一緒に行い自立に向けたサポートをします。

●遺　志
地　区 預　 託　 者 適　　　　　用
飯 豊 小板橋彦之様 故・小板橋冨美子 様の遺志として
大里北部 常松　　力様 故・常松　貞夫 様の遺志として
太多郎 車田　栄寿様 故・車田　慶徳 様の遺志として
中 郷 鈴木　康之様 故・鈴木　一吉 様の遺志として
飯 豊 小針　利春様 故・小針　ヨウ 様の遺志として
大里北部 杉村杉一郎様 故・杉村　杉次 様の遺志として
飯 豊 清浄　精司様 故・清浄　武昭 様の遺志として
児 渡 松崎　義夫様 故・松崎　マツ 様の遺志として
太多郎 吉成　義男様 故・吉成　隆男 様の遺志として
湯 本 佐藤　正尉様 故・佐藤キクイ 様の遺志として
下松本 芳賀　　茂様 故・芳賀　吉治 様の遺志として
今 坂 瀬和　幸保様 故・瀬和　幸信 様の遺志として
下松本 廣瀬　　弘様 故・廣瀬　久良 様の遺志として
下松本 神尾　　要様 故・神尾　テツ 様の遺志として
小 川 吉田　義勝様 故・吉田美智子 様の遺志として
中 郷 森　　秀樹様 故・森　　次雄 様の遺志として
下松本 石井　　淳様 故・石井　和子 様の遺志として
田良尾 小山志津夫様 故・小山トヨ子 様の遺志として

●篤　志
預　 託　 者 適　　　　　用

滝 田　 三 良 様 社会福祉向上のため
郡山ヤクルト販売㈱ 様 社会福祉向上のため
いわせオリオン
ライオンズクラブ 様 社会福祉向上のため

お寄せ頂いた寄付は、地域福祉向上のために有効に使わせて頂きます。（令和3年7月1日～12月31日受付分）

地　区 預　 託　 者 適　　　　　用

大里東部 綱藤　清晴様 故・綱藤　忠男 様の遺志として
中 郷 古川　崇雄様 故・古川　ミネ 様の遺志として
児 渡 吉田　　安様 故・吉田キミエ 様の遺志として
飯 豊 緑川　正博様 故・緑川タツ子 様の遺志として
中 郷 常松　啓司様 故・常松千枝子 様の遺志として
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弁護士による心配ごと相談所開設のご案内
日常生活の中で起こる法律に関わる内容等について、

弁護士が無料で相談に応じます。

令和 4 年２月22日㈫
※時間は電話受付の際にお伝えします。

日　　時

天栄村老人福祉センター場　　所

村内在住者対　　象

相談内容は、当日直接弁護士へご相談ください。

※事前に予約が必要になります。
　令和4年2月16日㈬までに社会福祉協議会まで
　お申込ください。

いろいろな情報を
いち早くお届けします。
ぜひチェックしてみて
ください

検索はこちら 
　▶ 天栄村社会福祉協議会
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