
　職場体験学習では、社会福祉協議会や
福祉分野の仕事について、知っていただく
良い機会となったのではないでしょうか。
体験中にボランティア活動として使用済
み切手の整理作業をお手伝いしていただ
きました♪（面川）

1日㈫
2日㈬
7日㈪
11日㈮
16日㈬

23日㈬

24日㈭
27日㈰
31日㈭

共募　赤い羽根募金開始（～３月３１日）
社協　ブックスタート事業
社協　買い物ツアー
共募　歳末たすけあい運動助成調査
社協・ボラ　ボランティア養成講座
「大人のボランティア学校２０１９」
社協・ボラ　ボランティア養成講座
「大人のボランティア学校２０１９」
遺族　福島県戦没者追悼式・慰霊祭
奉仕団　福祉バザー in 天栄村文化祭
社協　福島県社会福祉大会

お知らせ

いきいきサロン

毎週木曜日毎週水曜日
湯ったり

ミニディサービス
いきいきサロン

10月24日～毎週木曜日毎週水曜日
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
湯ったり

ミニディサービス

3日㈰

8日㈮
10日㈰
18日㈪
24日㈰
28日㈭
下旬

奉仕団　福祉バザー in
湯本地区文化祭
社協　ブックスタート継続事業①②
身障　芋煮会
社協　買い物ツアー
老ク　芋煮会
老ク　福島県高齢者芸能発表大会
奉仕団　炊き出し訓練
ボラ　イルミネーション飾りつけ

1日㈰

4日㈬
13日㈮
16日㈪
19日㈭

中旬

共募　歳末たすけあい運動開始
（～１２月３１日）
社協　ブックスタート事業
共募　歳末たすけあい助成検討会
社協　買い物ツアー
共募　歳末たすけあい運動
助成開始（～１２月３１日）
社協　在宅福祉事業
「寝たきり者散髪サービス」

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

令和元年１０月７日㈪～１０月１８日㈮

１）日用雑貨品（洗剤・入浴剤・育児用品等）
２）食料品（缶詰・お茶・ジュース・調味料等）
３）その他（タオル・シーツ・衣料・食器等）
※お持ち込みは、村老人福祉センターまでお願いします。
（回収を希望する方は、下記までご連絡下さい。）

福祉バザーは、10月 27日㈰「健康福祉まつり」( 文化祭 )・
11月 3日㈰「湯本文化祭」の２日間で開催します。

皆様のご来店お待ちしています。

バザーの収益金は、
１）天栄村社会福祉協議会に寄附し、
村内の福祉事業へ

２）ＮＨＫ海外たすけあい活動に寄附
し、日本赤十字社を通じて世界各
地の紛争や自然災害等に苦しむ
人々のために役立てられます。

天栄村赤十字奉仕団
☎82-2826

（事務局：天栄村社会福祉協議会）

福祉バザー物品大募集！！

　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。

募集期間

募
集
し
て
い
る
物
品

ご家庭でお使いになってない用品がございましたら「福
祉バザー」へご協力お願いします。

　今年、米寿（満88歳）を迎える44
名の方に米寿を祝い記念品を当会理
事より贈呈しました。

　今年、米寿（満88歳）を迎える44
名の方に米寿を祝い記念品を当会理
事より贈呈しました。

　9月14日に開催した村敬老会の席上で
は、当会長より代表の長沼重子さんへ記
念品を贈呈しました。

米寿祝贈呈事業

　結婚50周年を祝って
金婚式を迎えた小山幸衛
さん、喜惠子さんご夫妻

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？こんな事もボランティア？！

ぜひ、老人福祉センターにお届けください♪

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81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
令和元年10月16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。
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7 月 24 日、令和元年度第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
護士より直接アドバイ
スを受けました。第 2
回目は、令和 2 年２月
を予定しています。

7 月下旬、在宅の寝たきり希
望者を対象に、村内の理容店（全
5 件）がご自宅を訪問する散髪
サービスを実施しました。次回
は、年末に実施予定です。

8 月 4 日、福島県社会福祉協議会主催「第 22 回ふくしまボランティアフェスティバル」がパルセいいざかで
開催されました。当日は、日頃のボランティア活動が評価され廣瀬洋子さん（下松本）が福島県社会福祉協議会
会長感謝表彰を代表受賞されました。

社協の活動
弁護士による

心配ごと相談所開設
寝たきり者

散髪サービス事業

第22回ふくしまボランティアフェスティバル開催

午後の分科会においては、「誰もが大切にされる地域づくり」をテーマにボランティア団体「てんとう虫
の会」の活動発表をしました。（てんとう虫の会の活動詳細は 5 ぺージ「ボラセン通信」をご覧ください。）

ご参加されたボランティアの皆さんお疲れさまでした！
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ご参加いただいた磯部さん、清浄さんありがとうございました！

中学生職場体験学習

配食サービス事業

　9月6日、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2名の生徒を受け入れました。
　当日は、社協の各事業をとおして地域の方々とふれあう場面も多
く、「福祉職」について理解を深めていただくとともに幅広く体験を
していただきました。

　9月20日、75歳以上のひとり暮らし高齢者・高齢者夫婦世帯で希望者（53
世帯65人分）へボランティア団体「翠の会」による手作りのおはぎをお届け
しました。

　社協は、幼い赤ちゃんから高齢
者まで幅広い年代の方々と関わる
仕事でさまざまな面でサポートを
していることを学びました!

　人と関わることは相手
を楽しませ、幸せにでき
るものだと感じました♪

　カラオケ教室で

は、地域のおじい

ちゃんやおばあ

ちゃんとお話しを

することで、逆に

元気をもらう場面

もありました！　ボランティア活動
を

とおして、自ら率先
し

て関りをもち視野を
広

げていくことの大切
さ

がわかりました。

体験した生徒さんからお手紙が届きました！

湯ったりミニディサ
ー

ビス事業参加者が心
を

込めて作成したカー
ド

といっしょに配布さ
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。

令和元年度第１回生活支援協議体を開催しました！

　より多くの地域の方々へ本広報
誌「おてんとさま」を見ていただく
ことを目的に、村内の郵便局や医
療機関の待合室への設置提案が
ありご協力のお願いをしました。

　協議体メンバーよりさまざまな視点から「地域づくり」
についての意見が飛び交い活発な情報交換の場ともな
りました。
　今回は、湯ったりミニディサービス事業参加者が挙げ
た自分の地域の自慢ごと（お宝）や課題を解決に向けメ
ンバー同士が協議しました。

生活支援体制整備事業とは？

生活支援協議体とは？ 地域の多様な主体がメンバーとなり、今やっていることや無理なく今できるこ
となどをみんなで話しあう場です。

利用しませんか ちょこっとボランティアちょこっとボランティア

★ちょこボラ利用の対象者 ★ちょこボラ利用の流れ

ちょこっとボランティアのご紹介！

　ちょこっとボランティア（＝ちょこボラ）は、住み慣れた
地域でいつまでも安心して暮らせるよう、地域の住民が
助けあいながら「困りごと」のお手伝いを行うボランティ
ア活動です。

村内にお住まいの方で…
・７５歳以上の１人暮らし高齢者または支援を必要とする方
・７５歳未満で障がい等により支援を必要とする方
ただし、介護保険等公的なサービスが利用できない方（ゴミ出しのみ）等

★ちょこボラ支援内容
ゴミ出し・話相手
（３０分以内でできる簡単なお手伝い）
※その他の内容で希望がある場合はご相談ください。

①天栄村ボランティアセンターにて利
用登録後に「ちょこっとボランティア
チケット」を購入。（８回分１,０００円）
②利用したい日にボランティアを派遣し
ますので、支援終了後にチケットをボ
ランティアへお渡しください。

※詳しい内容やルールについては、登録
があった方にお知らせします。

話相手がほしい！
ゴミを出してほしい！
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ボラセン通信

　今回は、近所のおばちゃんをコンセプトに絵本を介して、地域の
子育て支援をしているボランティア団体「てんとう虫の会」をご紹
介します。8月4日に開催されたふくしまボランティアフェスティバ
ルでは、分科会において日ごろの活動内容について発表しました。

私たちにできる「子育て支援」は今
までの人生経験を活かした誰にでも
できる活動であり、子どもたちから
笑顔と元気をもらえる貴重な時間。
大好きな地域を担っていく子どもた
ちを自分たちができることで支援し
ていきたい！

てんとう虫の会の方との出会いをきっかけに子ども
との向き合い方に自信を持つことができました。
身近な地域に「子育て」について応援してくれる人
がいるんだなぁと心強く感じました♪

赤い羽根共同募金が、子育て
支援の支えとなっていること
をてんとう虫の会の活動を通
じて知ることができた。

NPOブックスタート
により推進されてお
り、天栄村に誕生し
たすべての子どもと
保護者を対象に絵本
を開く楽しい時間と

絵 本 を
セットに
プレゼン
トする活
動のこと。

vol.8

８/５ 天栄ホーム夏祭り

活動の様子⑧

て
ん
と
う
虫
の
会
の
思
い
♪

～つながれ！ボランティアの輪～

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

　日頃より傾聴ボランティア活動を行っ
ている赤十字奉仕団員が中心となり、
ご利用者様と一緒に露店を回りました。

９/２７～２９ 第89回
FICCオートキャンプ世界大会

８/１９～２３ 
湯本デイサービス夏祭り
　露店のゲー
ム補助やご利
用者様と夏祭り
を一緒に楽しみ
ました♪

てんとう虫の会 主な活動内容

　天栄村羽鳥湖高原会場内に
おいて清掃美化を目的とした清
掃ボラ
ンティ
ア活動
をしま
した。

ブックスタート事業 幼稚園児へ読み聞かせ

ブックスタート事業

地域の一員として、子どもの成長を保護者と一
緒に喜び・見守れることを自身が楽しみ、笑顔
あふれる活動を今後も展開していきたい。
小さな子どもから高齢者まで、それぞれの「で
きること」をできる範囲で、それは、いつか
「自分のため、家族のため、地域のため」につ
ながっていくとを信じて…

読み聞かせに関する
研修等への参加

保
護
者
の
声
♪

住
民
か
ら
♪
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赤い羽根
期間：10月1日～3月31日

歳末たすけあい運動
期間：12月1日～12月31日

●高齢者在宅福祉（散髪・配食サービス）
●児童福祉（ブックスタート事業）
●災害関係対策機器整備（AED等）
●ボランティア育成

昨年ご協力頂きました皆様の募金により、今年度も「在宅福祉サービス」を中心としたさまざまな事業を展開
してます。今年も趣旨や活動内容をご理解頂き、募金活動にご協力をお願います。

●見舞金（重度心身障害者・寝たきり者等）
●お供え餅・しめ縄（高齢者世帯等）
●図書カード（ひとり親児童生徒）

高齢者サロン 子育て支援 災害ボランティア支援

生活にはりができ
健康になりました

子育てへの気持ち　 が
ガラリと変わった、利用してよかった

ボランティアさんの一生懸命な姿　に
勇気と希望をもらいました

9 月 29 日、天栄村商工祭において奉仕団活動の一環として献血への
呼びかけをしました。

天栄村赤十字奉仕団

献血活動協力

「団員研修」を実施しました！
9 月 5 日、ケガ人や急病人を正しく救助し、医師または救急隊に

引き継ぐまでの救命手当及び応急手当を学ぶことを目的に救急法講習
会を開催しました。当日は、日本赤十字社福島県支部より葛西梅太郎
氏をお迎えし、AED の使用方法や包帯法等の体験をとおして、いざ
という時の応急処置を学べる貴重な機会となりました。

天栄村共同募金委員会
今年度も「赤い羽根」「歳末たすけあい運動」ご協力お願いします。
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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。

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

西 郷 大須賀路明 様 故・大須賀二三子 様の遺志として

下 松 本 芳賀　忠一 様 故・芳賀　忠衛 様の遺志として

太 多 郎 山崎ヒロ子 様 故・山崎ヨシ子 様の遺志として

中 郷 木村　房夫 様 故・木村マサノ 様の遺志として

大里南部 石塚　忠一 様 故・石塚　忠夫 様の遺志として

飯 豊 小針　久司 様 故・小針　久衛 様の遺志として

飯 豊 坂本千代治 様 故・坂本　好久 様の遺志として

●篤　志
預　 託　 者 適　　　　　用

関東天栄ふるさと会 様 社会福祉向上のためとして

郡山ヤクルト販売㈱ 様 社会福祉向上のためとして

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。
（令和元年 7 月 1日～ 9 月 30 日受付分）
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　職場体験学習では、社会福祉協議会や
福祉分野の仕事について、知っていただく
良い機会となったのではないでしょうか。
体験中にボランティア活動として使用済
み切手の整理作業をお手伝いしていただ
きました♪（面川）

1日㈫
2日㈬
7日㈪
11日㈮
16日㈬

23日㈬

24日㈭
27日㈰
31日㈭

共募　赤い羽根募金開始（～３月３１日）
社協　ブックスタート事業
社協　買い物ツアー
共募　歳末たすけあい運動助成調査
社協・ボラ　ボランティア養成講座
「大人のボランティア学校２０１９」
社協・ボラ　ボランティア養成講座
「大人のボランティア学校２０１９」
遺族　福島県戦没者追悼式・慰霊祭
奉仕団　福祉バザー in 天栄村文化祭
社協　福島県社会福祉大会

お知らせ

いきいきサロン

毎週木曜日毎週水曜日
湯ったり

ミニディサービス
いきいきサロン

10月24日～毎週木曜日毎週水曜日
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
湯ったり

ミニディサービス

3日㈰

8日㈮
10日㈰
18日㈪
24日㈰
28日㈭
下旬

奉仕団　福祉バザー in
湯本地区文化祭
社協　ブックスタート継続事業①②
身障　芋煮会
社協　買い物ツアー
老ク　芋煮会
老ク　福島県高齢者芸能発表大会
奉仕団　炊き出し訓練
ボラ　イルミネーション飾りつけ

1日㈰

4日㈬
13日㈮
16日㈪
19日㈭

中旬

共募　歳末たすけあい運動開始
（～１２月３１日）
社協　ブックスタート事業
共募　歳末たすけあい助成検討会
社協　買い物ツアー
共募　歳末たすけあい運動
助成開始（～１２月３１日）
社協　在宅福祉事業
「寝たきり者散髪サービス」

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

令和元年１０月７日㈪～１０月１８日㈮

１）日用雑貨品（洗剤・入浴剤・育児用品等）
２）食料品（缶詰・お茶・ジュース・調味料等）
３）その他（タオル・シーツ・衣料・食器等）
※お持ち込みは、村老人福祉センターまでお願いします。
（回収を希望する方は、下記までご連絡下さい。）

福祉バザーは、10月 27日㈰「健康福祉まつり」( 文化祭 )・
11月 3日㈰「湯本文化祭」の２日間で開催します。

皆様のご来店お待ちしています。

バザーの収益金は、
１）天栄村社会福祉協議会に寄附し、
村内の福祉事業へ

２）ＮＨＫ海外たすけあい活動に寄附
し、日本赤十字社を通じて世界各
地の紛争や自然災害等に苦しむ
人々のために役立てられます。

天栄村赤十字奉仕団
☎82-2826

（事務局：天栄村社会福祉協議会）

福祉バザー物品大募集！！

　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。

募集期間

募
集
し
て
い
る
物
品

ご家庭でお使いになってない用品がございましたら「福
祉バザー」へご協力お願いします。

　今年、米寿（満88歳）を迎える44
名の方に米寿を祝い記念品を当会理
事より贈呈しました。

　今年、米寿（満88歳）を迎える44
名の方に米寿を祝い記念品を当会理
事より贈呈しました。

　9月14日に開催した村敬老会の席上で
は、当会長より代表の長沼重子さんへ記
念品を贈呈しました。

米寿祝贈呈事業

　結婚50周年を祝って
金婚式を迎えた小山幸衛
さん、喜惠子さんご夫妻

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？こんな事もボランティア？！

ぜひ、老人福祉センターにお届けください♪

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81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
令和元年10月16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。


