
お知らせ

4日㈮ 社協　ブックスタート事業継続①②
18日㈮ 社協　在宅福祉事業「おはぎ配食サービス」
25日㈮ 社協　買い物ツアー
29日㈫ 奉仕団　炊き出し訓練

上旬
社協　高齢者福祉事業「米寿祝品贈呈」
遺族　高齢者会員友愛訪問

8日㈭ 社協　臨時配食サービス事業
14日㈬ 社協　ブックスタート事業
23日㈮ 社協　買い物ツアー
中旬 社協　第 2期いきいきサロン

　　　参加者募集開始

　天栄村ボランティアセンターでは、使用済み切手・エコキャッ
プのコツコツ収集事業を展開しています。
　使用済み切手が整理されたあとは、業者によって売却され収益
金を村内の福祉事業に充てます。ペットボトルキャップはエコ
キャップ運動（リサイクル）として地域活性につながります。
※使用済み切手は封筒から剥がさず、消印を気にせず周囲０．５～
１センチ程残してください。
※ペットボトルキャップはご家庭で洗い、乾燥させてください。
（ペットボトルのみ）

こんな事もボランティア？！

対象者

ぜひ、社会福祉協議会にお届けください♪

120キロ!!120キロ!!
（令和元年7月～令和2年3月31日分）

エコキャップ回収実績

締　切　日

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお悩みの皆さまへ

一時的な資金の
緊急貸付に関するご案内特例対応

生活福祉資金貸付制度の特例の概要

貸付利子

据置期間
償還期限

貸付上限

対象者 一時的な資金が必要な世帯
（主に休業した人向け）

生活の立て直しが必要な世帯
（主に失業した人向け）

20万円以内

2年以内 10 年以内

1年以内
無利子

令和２年9月末までを予定しています。
詳しくは天栄村社会福祉協議会（☎８２－２８２６）まで

●2人以上の世帯

▲

月20万円
●単身

▲

月15万円

　福島県社会福祉協議会では、低所得者世帯等に対して、
生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付
制度を実施しております。
　今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸
付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等に
より生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の
特例貸付を実施します。

緊急小口資金 総合支援資金（生活支援金）

受付期間
申込窓口

　今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住
民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

▲牧本小学校

天栄幼稚園

天栄保育所

湯本幼稚園

参加者募集
令和 2年度買い物ツアーのご案内
新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から今年度の
実施を見送ってきましたが以下のとおり9月より開始し
ます。チラシ（回覧）の申込書に記入のうえ各回の申込み
締切日までに社協へご提出ください。

ひとりで買い物へ出かけることが難しい方を
対象に、ボランティアがサポートし、外出の機
会を図ります
天栄村内にお住まいので、75歳以上の方また
は障がいをお持ちの方で、なおかつ免許を有
しない方
※自立でバスや公用車に乗車出来る方が対象になります。

内　容

対　象

700円（昼食代として、当日集金をします）参加費

日　程
①  9月25日㈮
②10月23日㈮
③11月27日㈮
④  1月22日㈮
⑤  2月26日㈮
⑥  3月26日㈮　

  9月 11日㈮
10月  9日㈮
11月 13日㈮

  1月   8日㈮
  2月 12日㈮
  3月 12日㈮

ご報告

買い物ツアー日
令
和

　年
2

令
和

　年
3

児童福祉推進事業の一環と
して、村内の幼稚園・保育所
を対象に園内で使用できる
遊具等を贈呈しました。

いきいきサロン
毎週木曜日毎週水曜日・金曜日

湯ったりミニディサービス いきいきサロン
毎週木曜日毎週水曜日・金曜日

湯ったりミニディサービス

発  

行 天栄村社会福祉協議会
社会福祉法人 〒962-0503

福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字富士見山15-1（天栄村老人福祉センター内）
【電 話】 0248-82-2826　【ホームページ】 http://www.teneishakyo.or.jp/

第84号てんとさま
小さな

輪 大きな輪 福祉の輪

てんえい社協だより
令和2年8月26日㈬

OTENTO-SAMA

この社協だよりは、印刷代の一部を共同募金助成金を活用して発行されています。

　「新しい生活様式」へ移行していくことに伴い、社協における地域
福祉活動等も実情に応じた新たな取組みが求められていると感じて
います。コロナ渦の中、自分や大切な人・大切な地域社会を守るた
め、一人ひとりが感染予防対策を徹底し、そして誰もが望む平穏な日
常が来ることを今は願うばかりです。（面川）

社会福祉法人 天栄村社会福祉協議会
（天栄村ボランティアセンター）〒962-0503

天栄村大字下松本字富士見山15-1（老人福祉センター内）

TEL 82-2826　FAX 82-2832
ホームページ　http://www.teneishakyo.or.jp/

編集後記
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1．組織・運営体制
⑴理事会の開催（年 4 回）
⑵評議員会の開催（年 2 回）
⑶監事監査の実施（5 月）
⑷外部会計監査の実施（年 3 回）
⑸財政基盤の確立（通年）
⑹広報啓発活動（通年）
⑺天栄村地域福祉活動計画の策定（委員会 年 1 回） 

2．自立に向けた援助活動事業
⑴福島県社会福祉協議会資金の活用支援（通年）
⑵天栄村社会福祉協議会資金の貸付実施（通年）
⑶あんしんサポート事業（通年）

3．ボランティア住民参加活動支援事業
⑴ボランティアセンターの設置・運営（通年）
⑵運営委員会の開催（年 3 回）
⑶ボランティア活動（通年）                    
⑷ボランティア養成講座（年 2 回）
⑸児童・生徒のボランティア活動普及（通年）        
⑹ボランティア活動保険等への加入促進（通年）

4．高齢者福祉対策事業
⑴寝たきり者等散髪サービス（年 3 回）
⑵１人暮らし高齢者・高齢者世帯等おはぎ・ぼた餅配食（年2回）
⑶１人暮らし高齢者熱中症予防対策事業（7 月）
⑷村敬老会への連携・協働・支援（9 月）
⑸生きがいサークル支援事業（通年）

5．児童福祉対策事業
⑴新入学児童・生徒への入学記念品の贈呈（4 月）
⑵幼稚園児・保育所幼児への遊具等の贈呈（5 ～ 6 月）
⑶ブックスタート事業の推進（通年）

6．共同募金配分金事業
⑴運営委員会の開催（年 2 回）
⑵審査委員会の開催（年 1 回）
⑶監査の実施 （5 月）
⑷共同募金運動の推進                          
　赤い羽根募金（10 月～ 3 月）、歳末たすけあい活動（12 月）

7．赤十字事業
⑴日本赤十字社天栄村分区運営（通年）
⑵天栄村赤十字奉仕団への支援（通年）

8．福祉団体への支援
⑴天栄村身体障害者福祉会
⑵天栄村遺族会

9．受託事業
⑴ホームヘルパー派遣事業（通年）
⑵湯ったりミニディサービス事業（通年）
⑶いきいきサロン事業（通年）
⑷生活支援コーディネーター活動（通年）

10．介護保険事業
⑴介護サービス制度活用に関する普及啓発（通年）　　
⑵訪問介護・入浴事業の充実拡大（通年）

11．在宅福祉サービス事業
⑴障がい者自立支援事業の実施（通年）
⑵福祉機器の貸出事業（通年）

12．災害対策事業
⑴災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル、
　災害備品の整備（通年）

13．その他の事業
⑴福祉バス運行事業 （通年）
⑵心配ごと相談所の開設（年 2 回）
⑶社会福祉充実計画事業の実施（通年）
　買い物支援事業、家事支援事業、除雪支援事業

勘　定　科　目 決　算　額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

会費収入 1,201,100
寄附金収入 1,827,516
経常経費補助金収入 11,012,291
受託金収入 7,244,040
貸付事業等償還収入 139,000
事業費収入 1,643,000
負担金収入 495,328
介護保険事業収入 20,863,443
障害者福祉サービス等事業収入 134,100
受取利息配当金収入 7,095
その他の収入 1,250,279

事業活動入計⑴ 45,817,192

支

出

人件費支出 36,401,356
事業費支出 6,878,072
事務費支出 10,331,494
貸付事業支出 249,000
助成金支出 581,000

事業活動支出計⑵ 54,440,922
事業活動収支差額⑶=⑴−⑵ △ 8,623,730

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

0
施設整備等収入計⑷ 0

支
出

固定資産取得支出 1,189,080
施設整備等支出計⑸ 1,189,080

施設整備等資金収支差額⑹=⑷−⑸ △ 1,189,080

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
　入

積立資産取崩収入 3,836,844
拠点区分間繰入金収入 8,110,000
サービス区分間繰入金支出 375,000
その他の活動による収入 4,622,070

その他の活動収入計⑺ 16,943,914

支
　出

基金積立資産支出 485,000
積立資産立支出 269,028
拠点区分間繰入金支出 8,110,000
サービス区分間繰入金支出 375,000
その他の活動支出 1,022,280

その他の活動支出計⑻ 10,261,308
その他の活動資金収支差額⑼=⑺−⑻ 6,682,606

予備費支出⑽ 0
当期資金収支差額合計⑾＝⑶+⑹+⑼−⑽ △ 3,130,204

前期未支払資金残高⑿ 17,711,030

当期未支払資金残高⑾+⑿　 14,580,826

 令和元年度 天栄村社会福  祉協議会 事業・決算報告　
事業並びに決算について、下記のとおり報告します。

事業報告（実施回数・月） 決算報告（単位：円）



（3）令和 2年 8月 26 日発行 第 84 号

 令和元年度 天栄村社会福  祉協議会 事業・決算報告　

法人会員（順不同、敬称略）

　皆様からお預かりいたしました会費や善意のご寄付は、左記の事業を通じて地域福祉
事業の推進に活用させていただきます。

● ㈱八木沼組
● ㈱ソエタルーフ
● ㈱ツネマツ
● ㈱プラスワン
● ㈱内山プレス工業
● ㈱渡辺建設
● ㈱星総合印刷
● 丸山物流㈱
● エンゼル産業㈱
● 信栄工業㈱
● 平和郷管理㈱
● ㈱寿々乃井酒造店
● ㈲添田設備工業
● ㈲丸大建設

一般会員会費
（1,316 件）
789,600円

故人の遺志による
金員寄付（41件）

1,460,000円

篤志による金員寄付
（14件）

367,516円

特別会員会費
（64件）

176,500円

法人会員会費
（40 件）

235,000円

善意のご寄付社協会員会費実績

合計
金額

合計
金額（1,420件）1,201,100円 （55件）1,827,516円

● 松崎酒造店㈱
● 須賀建設㈱
● ㈲瀬和建設
● ㈲小針商店
● ㈲日の出屋
● ㈲渡部工業
● ㈲圓谷建設
● ㈲天栄自工
● 夢みなみ農業協同組合天栄支店 
● ＴＳＫ㈱
● ＴＮＫ㈱
● 星野屋別館
● スズキオート天栄
● 柿沼林業建設㈱天栄村支店

● ㈱エンゼル那須白河
● ㈲おおき建設工業
● 太平洋クラブ白河リゾート
● ひのき風呂の宿分家
● セブンイレブン天栄松本店
● ㈲天栄ホースパーク
● 天栄村商工会
● 田村自動車鈑金
● ㈲福富石材店
● ホテル大丸
● 湯口屋
● 柏屋

（40 件）

米寿高齢者の記念品贈呈 買い物ツアー（買い物支援事業） ボランティア養成講座の実施
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　今年度も6月より、ご自分の体力レベルに合った横綱・大関・どすこいコースより選択し講師指導の
もと体力の維持・向上を目的とした体操教室を開始しました。体を動かすだけではなく、参加者間の会
話も弾み一人ひとりが生きがい・健康づくりのため元気に活動しています。
※介護保険要介護認定を受けている方、総合事業における現行の通所介護サービス、訪問介護サービスを受けている方は対象外です。

　この日は、新型コロナウイルス
感染拡大予防の観点から、外へ出
て大きく身体を動かしみんなでた
のしくウォーキングをしていまし
た♪普段は、マットやストレッチ
棒を使用した介護予防運動を行っ
ています。

　誤嚥等を予防するため呼吸・発
声練習にはじまり、新聞棒を用い
た体操、転倒予防体操等を中心に
行い、最後はみんなで歌をうたい
深呼吸で終了。ご自分のできる範
囲内でゆったりとした体操内容が
特徴的です。

　ラジオ体操、チェアロビ（椅
子着座運動）、3密を避けるた
め2グループに分かれ棒体操や
筋トレを実施。最後に行う空き
缶積み上げ競争レクは大盛り上
がりです♪

第1期いきいきサロン事業のご紹介

【会場】へるすぴあ（集団健診室）

鈴木　宏実 氏

水口　　悟 氏（池田記念病院）大内　尊久 氏（公立岩瀬病院）
宗方　里美 氏（池田記念病院）

安田　梨絵 氏

第2期　いきいきサロン事業日程のご案内（予定）
10月頃、第2期生を回覧にてご案内します。申請書に記入のうえ社会福祉協議会へご提出ください。

健康運動指導士

いきいきサロン事業とは??

横綱コース運動レベル★★★

【会場】へるすぴあ（集団健診室）
大関コース運動レベル★★

【会場】文化の森（多目的ホール）
どすこいコース運動レベル★

作業療法士

作業療法士

令和2年度

一人暮らし高齢者熱中症予防対策事業

　7月29日、令和2年度第1
回心配ごと相談所を老人福
祉センターにて開設しまし
た。相談者は、弁護士により
直接アドバイスを受けまし
た。
第2回目は、令和3年2月頃に
予定しています。

寝たきり者散髪サービス事業

　7月下旬～8月上旬にか
けて、在宅寝たきり者の
希望者を対象に、村内の
理容店（全5件）がご自宅
を訪問し散髪サービスを
実施しました。次回は、年
末に実施を予定していま
す。

　「カラオケ」という同じ趣
味を持った仲間との交流・友
達の輪を広げています。

～新しい生活様式～生きがいサークル支援事業「カラオケ」

社協の活動
ご報告

　6月下旬、本会理事が85歳以上の一人暮らし高齢者（30件）のご自宅を訪
問、飲料水や熱中症用塩飴等を配布し熱中症予防の啓発活動を実施しまし
た。熱中症患者のおよそ半数が65歳以上の高齢者といわれています。家族や
地域で声掛けをしながら残暑を乗り切りましょう。

弁護士による心配ごと相談所開設

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人と人が互いに距離をとり、接触の機会を減らすことが求めら
れる「新しい生活様式」の実践が必要となっています。
　6月中旬より、天栄村社会福祉協議会では、可能な範囲内において新しい生活様式への対応を図りながら
各種事業を開始しました。
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水口　　悟 氏（池田記念病院）大内　尊久 氏（公立岩瀬病院）
宗方　里美 氏（池田記念病院）

安田　梨絵 氏

第2期　いきいきサロン事業日程のご案内（予定）
10月頃、第2期生を回覧にてご案内します。申請書に記入のうえ社会福祉協議会へご提出ください。

健康運動指導士

いきいきサロン事業とは??

横綱コース運動レベル★★★

【会場】へるすぴあ（集団健診室）
大関コース運動レベル★★

【会場】文化の森（多目的ホール）
どすこいコース運動レベル★

作業療法士

作業療法士

令和2年度

一人暮らし高齢者熱中症予防対策事業

　7月29日、令和2年度第1
回心配ごと相談所を老人福
祉センターにて開設しまし
た。相談者は、弁護士により
直接アドバイスを受けまし
た。
第2回目は、令和3年2月頃に
予定しています。

寝たきり者散髪サービス事業

　7月下旬～8月上旬にか
けて、在宅寝たきり者の
希望者を対象に、村内の
理容店（全5件）がご自宅
を訪問し散髪サービスを
実施しました。次回は、年
末に実施を予定していま
す。

　「カラオケ」という同じ趣
味を持った仲間との交流・友
達の輪を広げています。

～新しい生活様式～生きがいサークル支援事業「カラオケ」

社協の活動
ご報告

　6月下旬、本会理事が85歳以上の一人暮らし高齢者（30件）のご自宅を訪
問、飲料水や熱中症用塩飴等を配布し熱中症予防の啓発活動を実施しまし
た。熱中症患者のおよそ半数が65歳以上の高齢者といわれています。家族や
地域で声掛けをしながら残暑を乗り切りましょう。

弁護士による心配ごと相談所開設

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人と人が互いに距離をとり、接触の機会を減らすことが求めら
れる「新しい生活様式」の実践が必要となっています。
　6月中旬より、天栄村社会福祉協議会では、可能な範囲内において新しい生活様式への対応を図りながら
各種事業を開始しました。
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ボラセン通信

　5月27日天栄村幼稚園にて、約30名の園
児がボランティアの手ほどきを受けながら一
緒に苗植えをしました。さつまいもプロジェ
クトは、園児らが苗植えから収穫までをボラ
ンティアと体験、食物や自然の大切さを学ぶ
ことを目的に3年
前より実施してい
ます。

　8月4日・11日、天栄村山村開発センターにてボラン
ティア養成講座「大人のボランティア学校2020」を開催
し25名が受講しました。
　2日間を通して「笑い」には心身の健康に対する様々
な効用があることやボランティ
ア活動をするうえでは、自分自
身が健康で元気でいることが何
より大切であることを学びまし
た。講師より、笑いと健康に関す
る小話も交わり、楽しい講座と
なりました。

　6月と8月上旬、高齢者等の見守り支援を目的に、食生活改善推進委員・関係機関（地域包括支
援センター・村住民福祉課・湯本支所）と連携し、75歳以上・高齢者夫婦世帯の希望者宅へお弁当
配布をしました。
　外出自粛が長期化・高齢者の地域交
流の場や集い（会食会）等の活動が中
止されている中、この事業を利用され
た方から喜びの声をいただきました。

　新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほ
しいと匿名でマスクの寄付がありました。マスク
のサイズは、子どもから大人までが使用できるも
のをいただきました。社会福祉協議会を通して地
域住民へ配布されました。

希望者１人ひとりに、ボランティア
の手によって直接お届けをします。 

vol.11

農業ボランティアによる
さつまいもプロジェクト

ボランティア養成講座
大人のボランティア学校2020を開催しました！

生活支援体制整備事業通信
いつまでも住み慣れた地域で暮らし
続けるために、支えあいの地域づくり
を進める事業です。

生活支援体制整備事業とは？

「広げよう！地域づくりの輪」
臨時配食サービス事業～お弁当を配布～

心温まる贈り物～マスク寄付～

▲講師：岡本宏二さん
一般財団法人ふくしまをリハビリで

元気にする会理事長

できる時間に、できる範囲の、できる活動をするボランティア。あなたのキモチをおすそわけ…
天栄村ボランティアセンターは、ボランティアを募集しています。

天栄村ボランティアセンター ☎８２-２８２６
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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！

① 訪問介護サービス
　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
② 訪問入浴サービス
　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。
③ 障がい者（児）福祉サービス事業
　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。　
④ 自立者ホームヘルパー派遣事業（受託事業）
 　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。

主なサービス内容

基本料金表 利用者1割負担の場合

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

249 円
395 円
182 円
224 円
1,256 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。

⑤ 家事困難家庭支援事業（社会福祉充実計画事業）
　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。

ヘルパーステーションだより

ボラセン通信

　5月27日天栄村幼稚園にて、約30名の園
児がボランティアの手ほどきを受けながら一
緒に苗植えをしました。さつまいもプロジェ
クトは、園児らが苗植えから収穫までをボラ
ンティアと体験、食物や自然の大切さを学ぶ
ことを目的に3年
前より実施してい
ます。

　8月4日・11日、天栄村山村開発センターにてボラン
ティア養成講座「大人のボランティア学校2020」を開催
し25名が受講しました。
　2日間を通して「笑い」には心身の健康に対する様々
な効用があることやボランティ
ア活動をするうえでは、自分自
身が健康で元気でいることが何
より大切であることを学びまし
た。講師より、笑いと健康に関す
る小話も交わり、楽しい講座と
なりました。

　6月と8月上旬、高齢者等の見守り支援を目的に、食生活改善推進委員・関係機関（地域包括支
援センター・村住民福祉課・湯本支所）と連携し、75歳以上・高齢者夫婦世帯の希望者宅へお弁当
配布をしました。
　外出自粛が長期化・高齢者の地域交
流の場や集い（会食会）等の活動が中
止されている中、この事業を利用され
た方から喜びの声をいただきました。

　新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほ
しいと匿名でマスクの寄付がありました。マスク
のサイズは、子どもから大人までが使用できるも
のをいただきました。社会福祉協議会を通して地
域住民へ配布されました。

希望者１人ひとりに、ボランティア
の手によって直接お届けをします。 

vol.11

農業ボランティアによる
さつまいもプロジェクト

ボランティア養成講座
大人のボランティア学校2020を開催しました！

生活支援体制整備事業通信
いつまでも住み慣れた地域で暮らし
続けるために、支えあいの地域づくり
を進める事業です。

生活支援体制整備事業とは？

「広げよう！地域づくりの輪」
臨時配食サービス事業～お弁当を配布～

心温まる贈り物～マスク寄付～

▲講師：岡本宏二さん
一般財団法人ふくしまをリハビリで

元気にする会理事長

できる時間に、できる範囲の、できる活動をするボランティア。あなたのキモチをおすそわけ…
天栄村ボランティアセンターは、ボランティアを募集しています。

天栄村ボランティアセンター ☎８２-２８２６

善意のご寄付ありがとうございました

●遺　志
地　区 預　 託　 者 適　　　　　用

中 屋 敷 村越　孝寛 様 故・村越　武男 様の遺志として

沖 内 渡邉　正則 様 故・渡邉　竹治 様の遺志として

飯 豊 小針　法夫 様 故・小針　久知 様の遺志として

太 多 郎 鈴木　孝清 様 故・鈴木　トリ 様の遺志として

大里東部 阿字　重孝 様 故・阿字キヌイ 様の遺志として

大里東部 綱藤　清晴 様 故・綱藤ヒサ子 様の遺志として

地　区 預　 託　 者 適　　　　　用

太 多 郎 鈴木　正明 様 故・鈴木カツヨ 様の遺志として

大里北部 常松　　力 様 故・常松　ミキ 様の遺志として

飯 豊 小針　良栄 様 故・小針八重子 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として

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 2 年 4 月1日～7 月 31日受付分）

　令和2年5月に配布しました社協だより83号に掲載ミスがありました。ご迷惑をおかけしたこと
を心よりお詫び申し上げるとともに、次のとおり訂正させていただきます。

（正）預託者　磯部正夫様　故　磯部秀夫様の遺志として

お　詫　び
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4日㈮ 社協　ブックスタート事業継続①②
18日㈮ 社協　在宅福祉事業「おはぎ配食サービス」
25日㈮ 社協　買い物ツアー
29日㈫ 奉仕団　炊き出し訓練

上旬
社協　高齢者福祉事業「米寿祝品贈呈」
遺族　高齢者会員友愛訪問

8日㈭ 社協　臨時配食サービス事業
14日㈬ 社協　ブックスタート事業
23日㈮ 社協　買い物ツアー
中旬 社協　第 2期いきいきサロン

　　　参加者募集開始

　天栄村ボランティアセンターでは、使用済み切手・エコキャッ
プのコツコツ収集事業を展開しています。
　使用済み切手が整理されたあとは、業者によって売却され収益
金を村内の福祉事業に充てます。ペットボトルキャップはエコ
キャップ運動（リサイクル）として地域活性につながります。
※使用済み切手は封筒から剥がさず、消印を気にせず周囲０．５～
１センチ程残してください。
※ペットボトルキャップはご家庭で洗い、乾燥させてください。
（ペットボトルのみ）

こんな事もボランティア？！

対象者

ぜひ、社会福祉協議会にお届けください♪

120キロ!!120キロ!!
（令和元年7月～令和2年3月31日分）

エコキャップ回収実績

締　切　日

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお悩みの皆さまへ

一時的な資金の
緊急貸付に関するご案内特例対応

生活福祉資金貸付制度の特例の概要

貸付利子

据置期間
償還期限

貸付上限

対象者 一時的な資金が必要な世帯
（主に休業した人向け）

生活の立て直しが必要な世帯
（主に失業した人向け）

20万円以内

2年以内 10 年以内

1年以内
無利子

令和２年9月末までを予定しています。
詳しくは天栄村社会福祉協議会（☎８２－２８２６）まで

●2人以上の世帯

▲

月20万円
●単身

▲

月15万円

　福島県社会福祉協議会では、低所得者世帯等に対して、
生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付
制度を実施しております。
　今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸
付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等に
より生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の
特例貸付を実施します。

緊急小口資金 総合支援資金（生活支援金）

受付期間
申込窓口

　今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住
民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

▲牧本小学校

天栄幼稚園

天栄保育所

湯本幼稚園

参加者募集
令和 2年度買い物ツアーのご案内
新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から今年度の
実施を見送ってきましたが以下のとおり9月より開始し
ます。チラシ（回覧）の申込書に記入のうえ各回の申込み
締切日までに社協へご提出ください。

ひとりで買い物へ出かけることが難しい方を
対象に、ボランティアがサポートし、外出の機
会を図ります
天栄村内にお住まいので、75歳以上の方また
は障がいをお持ちの方で、なおかつ免許を有
しない方
※自立でバスや公用車に乗車出来る方が対象になります。

内　容

対　象

700円（昼食代として、当日集金をします）参加費

日　程
①  9月25日㈮
②10月23日㈮
③11月27日㈮
④  1月22日㈮
⑤  2月26日㈮
⑥  3月26日㈮　

  9月 11日㈮
10月  9日㈮
11月 13日㈮

  1月   8日㈮
  2月 12日㈮
  3月 12日㈮

ご報告

買い物ツアー日
令
和

　年
2

令
和

　年
3

児童福祉推進事業の一環と
して、村内の幼稚園・保育所
を対象に園内で使用できる
遊具等を贈呈しました。

いきいきサロン
毎週木曜日毎週水曜日・金曜日

湯ったりミニディサービス いきいきサロン
毎週木曜日毎週水曜日・金曜日

湯ったりミニディサービス

発  

行 天栄村社会福祉協議会
社会福祉法人 〒962-0503

福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字富士見山15-1（天栄村老人福祉センター内）
【電 話】 0248-82-2826　【ホームページ】 http://www.teneishakyo.or.jp/

第84号てんとさま
小さな

輪 大きな輪 福祉の輪

てんえい社協だより
令和2年8月26日㈬

OTENTO-SAMA

この社協だよりは、印刷代の一部を共同募金助成金を活用して発行されています。

　「新しい生活様式」へ移行していくことに伴い、社協における地域
福祉活動等も実情に応じた新たな取組みが求められていると感じて
います。コロナ渦の中、自分や大切な人・大切な地域社会を守るた
め、一人ひとりが感染予防対策を徹底し、そして誰もが望む平穏な日
常が来ることを今は願うばかりです。（面川）

社会福祉法人 天栄村社会福祉協議会
（天栄村ボランティアセンター）〒962-0503

天栄村大字下松本字富士見山15-1（老人福祉センター内）

TEL 82-2826　FAX 82-2832
ホームページ　http://www.teneishakyo.or.jp/

編集後記


