
使用済切手や
エコキャップの収集にご協力お願いします！

天栄村の皆さん！

お知らせ
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19日㈮
26日㈮

社協
社協
社協
老ク
共募

ブックスタート継続事業
心配ごと相談
臨時配食サービス
理事会
審査委員会

5日㈮
19日㈮
未定

社協
社協
社協
共募
奉仕団・身障・遺族

ブックスタート事業①②
在宅福祉事業「配食サービス」
理事会・評議員会
運営委員会
　　　　　　　理事会

　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？！

ぜひ、社会福祉協議会にお届けください♪

ご自宅に使用済み切手やペットボトルキャップはありませんか？

　第１回歳末天福祭においては、福祉のまちづくりへの幅
広い理解と参加を図ることができる貴重な機会となったと
思います。多様化する地域課題がある今、ボランティアさん
の日ごろの活動が今後最も重要であると感じております。
　本年も引続きよろしくお願い申し上げます。（大河原）

大河原たみ子さん
（上松本）
ありがとうござ

います！

第１回

天栄村共同募金委員会

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3年2月12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3年2月8日㈪までに社会福祉協議会までお申込ください。

イルミネーション点灯時の映像を
QRコードより配信しています！
※配信は２月中旬頃まで

６ページに募金結果を掲載しています

歳末天福祭を
開催しました！
～つながり、ささえあう、みんなの地域づくり～

　12 月18日㈮文化の森てんえいにおいて、歳末たすけあ
い運動助成配分事業「第１回歳末天福祭～福祉のつどい～」
開催しました。本事業は、今年度より地域のふれあい交流
支援活動として実施する運びとなりました。今年は、コロ
ナ禍による様々な課題にも、地域でつながり、支えあいな
がら取り組むことが大切です。
　当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため村ボラ
ンティアセンター登録者を参集範囲としました。
　記念講演会では、大和田新氏を講師としてお迎えし経験
等を踏まえながら防災福祉の地域づくりに向けた講話をい
ただき、身近にできる防災・減災について改めて考える良
い機会となりました。

　会場内には、サンタが訪れ地域のために活動してくださったボラ
ンティアさんに手作りマスクとエコバックがプレゼントされました。
　新たな年を迎えるにあたり、心身がリフレッシュできる交流の場と
なったようでした。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、事業を延期または中止とさせていただく場合もございます。

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86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3年1月27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。

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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日本赤十字社福島県支部 天栄村分区よりお知らせ
　11月25日㈬日本赤十字社福島県支部
より助成を受け「赤十字救援車両」を
配備しました。
　赤十字救援車は、村における赤十字
活動を遂行するために配備しており、
火災や自然災害などの発生時に被災者
へ救援物資（布団セット、毛布等）を
お届けするなど様々な赤十字活動に活
躍します。
　本分区では、万が一の災害に備え、
迅速な対応ができるよう救護体制の強
化も図っています。

　新年あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、穏やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　また、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。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、活動も制限される中、「新しい生活様式」

を実践しながら事業を進めて参りました。

　現在も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要介護者の訪問介護サービス、訪問入浴サービスの提供を

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ます。

　結びに、皆さまにとりまして、今年がよい年になりますよう心からお祈り申し上げ、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
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　社会福祉協議会が推進する在宅福祉事業をご紹介します。皆様からお寄せいただく社協会員会費や共同
募金配分金で以下の事業を展開しています。事業の詳細やご不明な点は、当会までご連絡ください。

村内に誕生したすべての子どもと保護者
ボランティア団体「てんとう虫の会」が絵本にふれあ
う楽しい時間を伝え
ながら絵本を贈呈し
ます。
９～１０カ月、
１歳6カ月、
３歳児健診時

社協事業を紹介します！

A 対象者は？ B 事業内容は？ C 事業が利用できる日は？

ブックスタート事業

A
B

C

寝たきり者で要介護４～５に認
定された方
村内の理容店と連携し、希望者
のご自宅にお伺い実施します。
自己負担額：500円
４月、７月、１２月頃（年３回）

寝たきり者散髪サービス事業

A

B

C

７５歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯
ボランティア団体「翠
の会」による手作りの
おはぎ、ぼた餅を希望
者へ配布します。
３月、９月の彼岸時
（年２回）

配食サービス事業

買い物支援事業（買い物ツアー）

各事業について、対象条件に該当し利用を希望する方は当会までご連絡ください。

A
B

C

介護ベット
①要介護３以上　②重度障がい者の寝たきり者
③骨折等によりベットが必要と認められる方（短期
借用）の①～③いずれかに該当する方。
※マット類のみ返却時にクリーニング代実費
車いす　歩行困難な方
在宅において、安心・安全な
生活を送れるよう福祉機器を
貸出します。
随時、申込み受付しています。

福祉機器貸出事業
A

B

C

ちょこっと

村内在住で７５歳以上の方または障がいをお持ちの方、なおか
つ免許を有しない方
買い物ツアーに参加する際は、申請書による事前登録が必要で
す。社協の福祉バスが集合場所を巡回しスーパーへ向かい買い
物します。終了後は、村内の食堂を
利用し参加者交流を兼ねた「昼食
会」を開きます。また、買い物補助等
はボランティアにサポートしていた
だいています。
参加費：７００円（昼食代として）
年１０回を予定しています。

A

B

C

除雪支援事業

①７５歳以上のひとり暮らし高齢者、高
齢者夫婦世帯
②ひとり暮らしで重度障がい者 等
冬期間の生活支援のために、村内の事業
者と連携し除雪作業を行います。
自己負担額：
1回500円
11 月 1 日～
翌年3月31日
まで

A

B

C

臨時配食サービス事業（令和２年度～）

７５歳以上のひとり暮らし高齢者、高齢
者夫婦世帯等
見守り支援を目的に、食生活改善推進
員、関係機関（村住民福祉課・湯本支
所・地域包括支援センター）、村内の飲
食店と連携しお弁当を配布します。
自己負担額：3００円
随時。※対象者へ通知を出します。

A

B

C

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、事業を延期または中止とさせていただく場合もございます。
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ボラセン通信

　幼稚園のお楽しみ会にて、
サンタクロースが園児に心
を込めてプレゼントを届けま
した。サンタは「小さい子ど
もたちのキラキラした目から
は元気をもらえる」と話され
ました。

vol.13

活動の様子⑬～つながれ！ボランティアの輪～

サンタはコロナ禍でもやってくる！12/18

　幼稚園にて、年長組を対象にボランティア３名がコマの紐の巻き方や投げ方を伝授しました。最初は上手く回せな
い園児も、ボランティアさんに教えてもらいながらコツをつかみ、まわったコマをうれしそうに見つめていました。こ
の活動は昨年度より始まり、世代間交流の場となる貴重な機
会となっています。

子どもたちに昔あそび「コマ回し」を伝承1月

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

添田 義美さん　　芳賀 喜征さん　　添田 進さん

ボランティアを始めたきっかけは？

現在の活動内容について

さいごに

　今回は、日頃のボランティア活動が評価され福島県社会福祉協議会会長表彰を受賞された小山美津子さん（田良尾）
をご紹介します。

　定年退職後に「地域交流」「お礼」としてボランティア活動を始めました。

　約１４年前より「てんとうむしの会」においてブックスター
ト事業対象者の親子に絵本の読み聞かせや紹介、贈呈する
ほか、幼稚園へ出向き、園児へ向けた読み聞かせを行って
います。また、村赤十字奉仕団員として、人や社会に貢献す
るため幅広いボランティア活動をされています。

　現在は感染症の影響で活動できないが、３年前よりデイサービスに出
向いて利用者の生きがいづくりと交流を図るため自身の特技を活かし書
道教室も行っていたので再開できる日を楽しみにしています。
　年齢を重ねても住み慣れた地域、人と関わり続けることが大切だと感
じており、たくさんのボランティア仲間が増えるとより良い地域になりま
すね♪と話されました。
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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」
11月19日 ボランティアが照らす温かい地域づくり
　村役場「ふれあい広場」周辺に輝くイルミネーショ
ンは、村ボランティアセンター主催のもとボランティ
アの皆さんの手によって飾付け作業が行われました。
本活動も今年で３年目を迎え、「あたたかい」地域づく
りのため力を入れているところです。
　今年度は、幼稚園児（年長組）が自分の願いごとを
ペットボトルタワーに入れたりと、子どもから大人まで
が携わり住民一人ひとりの思いが込められたイルミ
ネーション点灯となりました。
　また、１月21日㈭は、ボランティアの皆さんにご協
力いただきイルミネーション撤去作業を行いました。

寒い中、本当にありがとうございました♪
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社協事業助成
142,027円

介護用品（12件）
39,240円

お供え餅・
しめ縄（69件）
144,762円

図書カード（10件）
42,000円

歳末天福祭
157,713円

災害関係対策
機器整備
278,300円

※今年度より見舞金配布は廃止となりました。

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

1,529,600円
120,713円
66,949円
64,013円

1,781,275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

（1,386件）831,600円
（20件）58,195円
（6件）34,825円
（4件）52,613円

（1,416件）977,233円

（1,390件）698,000円
（20件）62,518円
（6件）32,124円
（4件）11,400円

（1,420件）804,042円

赤い羽根共同募金助成内訳 歳末たすけあい運動助成内訳

県共同募金助成
社協事業助成

427,000円
550,233円

令和3年度 社協事業助成

（赤い羽共同募金＋歳末たすけあい運動）
692,260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 2年度　赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動

ご協力
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3年1月27日現在）

ありがとうございました

広戸小学校 大里小学校 天栄中学校 湯本中学校湯本小学校

歳末たすけあい助成贈呈～ご協力頂いた民生委員の皆さん～
物品配布

お供え餅・しめ縄介護用品

図書カード

各小・中学校の皆さんもご協力ありがとうございました

804,042円
事業助成金
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ご協力
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3年1月27日現在）

ありがとうございました

広戸小学校 大里小学校 天栄中学校 湯本中学校湯本小学校

歳末たすけあい助成贈呈～ご協力頂いた民生委員の皆さん～
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お供え餅・しめ縄介護用品

図書カード
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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

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

基本料金表 利用者1割負担の場合

善意のご寄付ありがとうございました
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 11月1日～12 月 31日受付分）

●遺　志
地　区 預　 託　 者 適　　　　　用
下松本 大須賀安幸 様 故・大須賀正代 様の遺志として
小 川 後藤　信夫 様 故・後藤　文夫 様の遺志として
大里北部 大沼　勝喜 様 故・大沼ヨシ子 様の遺志として
小 川 戸川　昌二 様 故・戸川　一郎 様の遺志として

●篤　志
預　 託　 者 適　　　　　用

天栄村産業課 様 社会福祉向上のためとして
坪井　三良 様 社会福祉向上のためとして

飯豊なかよし会 様 社会福祉向上のためとして
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として
天栄村ボランティアセンター

ボランティア有志一同 様 社会福祉向上のためとして

地　区 預　 託　 者 適　　　　　用
鏡石町 髙原孝一郎 様 故・髙原　榮子 様の遺志として
大 山 山田　照夫 様 故・山田　友三 様の遺志として
下松本 松崎　和代 様 故・北畠　ミヨ 様の遺志として
田良尾 小山　孝次 様 故・小山　昭見 様の遺志として

いわせオリオンライオンズクラブ様より
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使用済切手や
エコキャップの収集にご協力お願いします！

天栄村の皆さん！

お知らせ

10日㈬
12日㈮
18日㈭
19日㈮
26日㈮

社協
社協
社協
老ク
共募

ブックスタート継続事業
心配ごと相談
臨時配食サービス
理事会
審査委員会

5日㈮
19日㈮
未定

社協
社協
社協
共募
奉仕団・身障・遺族

ブックスタート事業①②
在宅福祉事業「配食サービス」
理事会・評議員会
運営委員会
　　　　　　　理事会

　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？！

ぜひ、社会福祉協議会にお届けください♪

ご自宅に使用済み切手やペットボトルキャップはありませんか？

　第１回歳末天福祭においては、福祉のまちづくりへの幅
広い理解と参加を図ることができる貴重な機会となったと
思います。多様化する地域課題がある今、ボランティアさん
の日ごろの活動が今後最も重要であると感じております。
　本年も引続きよろしくお願い申し上げます。（大河原）

大河原たみ子さん
（上松本）
ありがとうござ

います！

第１回

天栄村共同募金委員会

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3年2月12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3年2月8日㈪までに社会福祉協議会までお申込ください。

イルミネーション点灯時の映像を
QRコードより配信しています！
※配信は２月中旬頃まで

６ページに募金結果を掲載しています

歳末天福祭を
開催しました！
～つながり、ささえあう、みんなの地域づくり～

　12 月18日㈮文化の森てんえいにおいて、歳末たすけあ
い運動助成配分事業「第１回歳末天福祭～福祉のつどい～」
開催しました。本事業は、今年度より地域のふれあい交流
支援活動として実施する運びとなりました。今年は、コロ
ナ禍による様々な課題にも、地域でつながり、支えあいな
がら取り組むことが大切です。
　当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため村ボラ
ンティアセンター登録者を参集範囲としました。
　記念講演会では、大和田新氏を講師としてお迎えし経験
等を踏まえながら防災福祉の地域づくりに向けた講話をい
ただき、身近にできる防災・減災について改めて考える良
い機会となりました。

　会場内には、サンタが訪れ地域のために活動してくださったボラ
ンティアさんに手作りマスクとエコバックがプレゼントされました。
　新たな年を迎えるにあたり、心身がリフレッシュできる交流の場と
なったようでした。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、事業を延期または中止とさせていただく場合もございます。

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/
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