
　新元号「令和」を表現する手話は、片手をすぼ
めて開いていくシンプルな動作で、「未来を目指
し、つぼみが花開く」との意味が込められている
そうです。平成最後のおてんとさま発行。次回
は、令和元年７月号でお会いしましょう♪（面川）

　わたしたちが推進するさまざまな事業を支える財
源は、地域の皆様に会員としていただく「会員会費」が
中心となっています。
　毎年６月を会員強化月間として、行政区を通じて依
頼をさせて頂いてます。

3 日㈬
4 日㈭
5 日㈮
8 日㈪

12 日㈮
15 日㈪
17 日㈬
18 日㈭
25 日㈭

下旬

社協　ブックスタート事業
日赤　監査
社協　評議員選任解任委員会
社協　入学祝品贈呈（各小・中学校）
遺族　定期総会
ボラセン　運営委員会
身障　定期総会
奉仕団　定期総会
老ク　定期総会
社協　在宅福祉事業
　　　「寝たきり者散髪サービス」

10 日㈮
14 日㈫
16 日㈭
20 日㈪
28 日㈫

31日㈮

社協　ブックスタート事業①②
社協・共募　監査
社協　理事会　共募　運営委員会
社協　買い物ツアー
奉仕団　須賀川・岩瀬方部
　　　　 連絡協議会・総会、研修
社協　評議員会
社協　理事会　共募　運営委員会

上旬

5 日㈬
17 日㈪

未定

社協　会員会費徴収開始
日赤　社費徴収開始
社協　ブックスタート事業
社協　買い物ツアー
老ク　理事会・花いっぱい運動
奉仕団　委員会

お知らせ

会　　員 会　　費

各世帯 600円

特別会員 1,500円・3,000円

村内企業様
5,000円～

今年度も･･･社協会員会費にご協力をお願いします！

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
毎週木曜日毎週水曜日

湯ったりミニディサービス

各種機関・団体等の
役職にある方

一 般 会員

法 人会員
共同募金配分金事業 児童福祉対策事業 受託事業運営

みんなでワクワク♪防災ごっこを開催しました！

▲講師：菅原清香さん

　２月16日㈯天栄村山村開発センターにて、「みんなでワクワク♪防災ごっこ」を開催しました。
　約70名の参加者が非常食や防災グッズづくりの体験を通して、自分のためになることが家族や周り
の大切な人、地域のためにもなること、そして子どもから大人までそれぞれの立場でできることを考え、
その活動の輪を地域全体に広げていくことの大切さを学びました。

～じぶんのため・かぞくのため・みんなのため、そしてちいきのために～

福島県社会福祉協議会と協働による

一般社団法人
コミュニティ・４・チルドレン

天栄村赤十字奉仕団員のみなさんに、全体のサポート役としてご協力を頂きました♪

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

　4 月 1 日付けで天栄村社会福祉協議会の事務局長に任命さ
れました君島と申します。微力ではありますが、行政経験と老人
福祉などの経験を生かし、地域の皆さんのご支援とご協力を頂
きながら、事業の遂行に取り組んで参ります。
　社会福祉の現状は大変厳しいものがありますが、一つ一つの課題を解決して少しでも多くの皆
さんに、喜んでいただけるよう努めていきたいと思います。
　天栄村社会福祉協議会が、地域の皆さんの身近に感じて頂けるよう、環境整備にも取り組ん
で参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。 事務局長　君島隆信

事務局長就任挨拶

たのしく防災について学ぼう！第1部

地域に防災を広げよう！第2部

水でつくれるアルファ米

紙コップでロケットづくり

お菓子でポテトサラダ！

筆談体験

新聞紙スリッパづくり

防災グッズでビンゴゲーム

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79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
平成31年4月17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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「買い物ツアー」のご紹介

1. 利用できる人は？

2. 開催日は？

3.1 日の流れは？

買い物ツアー開催日 申込締切日
第 1 回 5 月 20 日㈪ 5 月 10 日㈮
第 2 回 6 月 17 日㈪ 6 月   7 日㈮
第 3 回 7 月 22 日㈪ 7 月 12 日㈮
第 4 回 9 月   9 日㈪ 8 月 30 日㈮
第 5 回 10 月   7 日㈪ 9 月 27 日㈮

児童福祉対策事業 入学生に祝い品を贈呈

村内にお住まいで、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
　※自立でバスや公用車に乗車出来る方

社会福祉協議会では、一昨年１０月よりみなさんの声もあり買い物
ツアーを開始しました。参加者は、社協の福祉バスや公用車の送迎を
利用してスーパーで買い物と村内の食堂を利用する昼食会を楽しんで
います。

回覧で配布しているチラシの参加申込書に必要事項を記
入のうえ提出してください。11 月以降の日程は、10 月上
旬頃に案内を予定しています。

※ 様式はホームページからもダウンロード可能です。

福祉バスまたは公用車が村内を巡回し送迎を行います。不安
なバスの乗り降りや店内でのサポートなど、ボランティアが見
守りを行うから安心して参加できます。

出発
▼

スーパー到着・買い物
▼

買い物終了・移動
▼

昼食会
▼

帰着

村内の小学校に入学した児童へ「視界安全学童
傘」を、中学校に入学した生徒へ「漢和辞典」を
本会の理事より贈呈しました。

※ 上記内容について、詳細な利用方法や不明な点は社会福祉協議会へお問い合わせください。

買い物終了後は、参加者の交
流を兼ねた昼食会を行います。
みんなで楽しく過ごせる時間が、
みなさんからとても好評です！

参加費は、
昼食代として
１回７００円。

牧本小学校湯本小学校

天栄中学校

大里小学校広戸小学校
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天栄村共同募金委員会よりお知らせ
皆様から、お寄せいただいた共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい運動）は、地域の福祉活動とし

て助成・還元されています。

共同募金配分金事業の一環として、福島県共同募金会より助
成を受け、福祉バスを新しく配備しました。

福祉バスは、主に地域福祉事業や福祉団体事業の際に利用す
る送迎用バスです。

▼

災害対策機
器整備事業と
して、災害時
に必要となる
非常用トイレ
セット等を整
備しました。

ボ
ラ
セ
ン
通
信

　昨年のボランティアフェスティバルにおいては、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感謝表彰を
受けました。

　3月20日は、46世帯58人分程のぼた餅を心を込めて作って
くださいました。とてもおいしそうな「あんこ」「きなこ」「すりご
ま」の3種類のぼた餅です。 ✓75歳以上のひとり暮らしの高齢者・高

齢者夫婦世帯の方を対象とし、希望者
へお彼岸時に「ぼた餅」、「おはぎ」をお
届けします。

✓配達を通して、高齢者の方への声かけ
を行い、地域の人との関係を深めます。

　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しています。 

vol.6

いつも楽しみに待っています。
ありがとう･･･！

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

「配食サービス事業」の目的

活動の様子⑥ ～つながれ！ボランティアの輪～

　今回は、社会福祉協議会事業「配食サービス事業」を
中心に活動しているボランティア団体翠の会をご紹介し
ます。

みどり かい



（4） 平成 31 年 4月 17 日発行 第 79 号

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。

　「いろばた会」は、従来から取り組んでいるラジオ体操終了後に、住民同士の
交流をより一層深めたいとの思いから、昨年度再結成しました。幅広い世代の方
が懐かしい曲を歌ったり、
健康体操や創作活動をし
たり、明るい雰囲気の中で
楽しい一時を過ごします。
　男性の参加者も多く、
地域内の新たな出会いに
皆さんが喜ばれている様
子でした。

　５～６年前より定期的な茶話会を実施している丸山地区で
は、参加者が持ち寄った自慢の漬物やお菓子などを囲んでお
しゃべりを楽しんでおり、集会所から賑やかな笑い声が聞こえ
てきます。茶話会では、地域の行事や健康づくりに役立つ情報
を共有しています。暖かくなったら神
社の草刈り、介護予防体操を実施す
る予定で、地域での団結力も様々な
面で進んでいることを感じました。

　1月31日、第2回生活支援協議体を開催し
ました。
　平成 30 年度活動報告の後、平成 31年度
の事業計画等を踏まえ今後の方向性について
話しあいました。
　メンバーより、地域自主サロンの活動紹介
や情報交換を通して、お互いの地域（地区）の
活動内容や抱えている課題について理解を深
めました。

　レクリエーション活動の一環として、参加者がチューリップの折り紙を花束にしたカー
ドを作成しました。地域で暮らすみんながいつまでも元気で過ごせるようにと思いを込
めたカードは、配食サービス事業のぼた餅といっしょに配布され
ました。

　生活支援体制整備事業の概要を説明後、地区別グループに分かれて地域の自慢ごとや困りごとを話しあい、さ
らには今自分ができることを考えるグループワークを行いました。

生活支援体制整備事業通信

私の地区の地域自主サロンで
は、開催チラシを作成したり、声
かけをして呼び込みをするよ！

地域で暮らすみんなが地域づ
くりについて考えたり、理解す
ることが大切だと思う。なにか
良い方法はないかな･･･

生活支援協議体とは？

みんなで地域を見つめ直し意見を交わす場面では、皆さんの地域に対する熱い思いが伝わ
りました♪

その2 第２回生活支援
協議体を開催

その1「地域自主サロン」（つどいの場・介護予防）

その3 湯ったりミニディサービス事業参加者が地域づくりのために

「広げよう！地域づくりの輪」

　歩いて行ける身近な場所で、住民の方々が気軽に集える仲間づくりの場（地域自主サロン）が
ひろがっています。集まった一人ひとりが主役となって、楽しい時間を共有します。そこでの「ふれ
あい」は、地域で「支えあい」のきっかけになり、それが地域づくりになります。今回は、大山・丸
山地区へ訪問させていただきました。各地区での取組みを紹介します。

自分の地区にもサロンを作りたいとお考えの方、募集中です。村住民福祉課または、村社協までご相談ください。

◎開催頻度：月2回　◎場所：丸山集会所

◎開催頻度：月１回　◎場所：大山集会所

1班 2班 3班 4班

高齢者が「今」できることを地域の高齢者へ

みんなで自分の住む地域について考えよう

生活支援体制整備事業は、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。

日頃の地域でのつながりについて、地域の強みや課題・新たな気づきを把握する機会となり、参加者同士
が共有することができました。
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天栄村社会福祉協議会
平成31年度事業計画・予算

地域福祉活動を推進するため、下記内容で事業活動を展開します。

平成31年度事業計画
平成31年度予算（単位：千円）
勘　定　科　目 予　算　額

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業等償還収入
事業費収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害者福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動入計⑴ 
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計⑵
事業活動収支差額⑶=⑴－⑵ 
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計⑷
固定資産取得支出
施設整備等支出計⑸
施設整備等資金収支差額⑹=⑷－⑸ 
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計⑺
基金積立資産支出
積立資産立支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出
その他の活動支出計⑻
その他の活動資金収支差額⑼=⑺－⑻
当期収入額計⑽=⑴+⑷+⑺
前期末支払資金残高⑾
収入計⑿=⑽+⑾
当期支出額計⒀=⑵+⑸+⑻
予備費⒁
支出計⒂=⒀+⒁
当期予算額（⑿=⒂） 

事
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　活
　動
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　よ
　る
　収
　支

施
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整
備
等
に
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収
支

そ
の
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の
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収
支

合
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１．組織・運営体制
理事会・評議員会等の開催（5 月、6 月、12 月、3 月）
監事監査（5 月）
外部会計監査（年 4 回）
財政基盤の確立（通年）
２．自立に向けた援助活動
福島県社会福祉協議会資金の活用支援（通年）
天栄村社会福祉協議会資金の貸付実施（通年）
３．ボランティア住民の活動支援
ボランティアセンター設置・運営（通年）
ボランティアセンター運営委員会（4 月）
社協登録ボランティア事業の推進（通年）
児童・生徒のボランティア活動普及事業（通年）
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
一人暮らし高齢者・高齢者世帯等おはぎ・ぼた餅配食（9 月、3 月）
寝たきり高齢者等散髪サービス（5 月、8 月、12 月）
一人暮らし高齢者熱中症予防対策事業（8 月）
生活支援サービス（ちょこボラ）（通年）
村敬老会への連携、協働、支援（9 月）
賀寿・米寿高齢者の記念品贈呈（通年）
生きがいサークル支援事業（カラオケ）の実施（5 月～ 3 月）
５．児童福祉対策事業
新入学児童・生徒への入学記念品贈呈の実施（4 月）
園児・幼児への遊具贈呈（4 月）
ブックスタート事業の推進（通年）
６．共同募金配分金事業
赤い羽根募金の推進（10 月）
歳末たすけあい募金の推進（12 月）
７．赤十字事業
日本赤十字社天栄村分区設置・運営（通年）
天栄村赤十字奉仕団設置・運営（通年）
８．福祉団体への支援
天栄村いきいきクラブ連合会
天栄村身体障害者福祉会
天栄村遺族会
９．受託事業運営
ホームヘルパー派遣事業（通年）
湯ったりミニディサービス事業（通年）
いきいきサロン事業（通年）
10．介護保険事業
介護サービス制度活用に関する普及啓発（通年）
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
障がい者自立支援事業の実施（通年）
福祉機器の貸出事業（通年）
12．災害対策事業
災害ボランティアセンター設置・運営（通年）
罹災者救援事業（通年）
13．その他の事業
福祉バス運行事業（通年）
心配ごと相談所の開設（7 月、2 月）
広報活動（通年）
社会福祉充実計画
⑴買い物支援事業 ⑵家事困難家庭支援事業 ⑶除雪支援事業

天栄村社会福祉協議会
平成31年度事業計画・予算

地域福祉活動を推進するため、下記内容で事業活動を展開します。

平成31年度事業計画
平成31年度予算（単位：千円）
勘　定　科　目 予　算　額
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当期収入額計⑽=⑴+⑷+⑺
前期末支払資金残高⑾
収入計⑿=⑽+⑾
当期支出額計⒀=⑵+⑸+⑻
予備費⒁
支出計⒂=⒀+⒁
当期予算額（⑿=⒂） 
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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
大里南部 須藤　一美 様 故・ 須藤サキ子 様の遺志として
飯 豊 揚妻　浩之 様 故・ 揚妻　和子 様の遺志として
高 林 圓谷　亀一 様 故・ 圓谷トキ子 様の遺志として
太 多 郎 矢部　文雄 様 故・ 矢部ミヨシ 様の遺志として
春 日 山 蛯原　勇介 様 故・ 蛯原　貞男 様の遺志として
飯 豊 芳賀　英勝 様 故・ 芳賀　文子 様の遺志として
下 松 本 武内美知男 様 故・ 武内　力伊 様の遺志として
上 松 本 添田　信篤 様 故・ 添田　康煕 様の遺志として
大里東部 和田　一男 様 故・ 和田チヨノ 様の遺志として
湯 本 星　　吉行 様 故・ 星　トシ子 様の遺志として
大里東部 大野　重節 様 故・ 大野ハツヨ 様の遺志として
大里北部 常松　　力 様 故・ 常松　徳子 様の遺志として
大里東部 大野　公子 様 故・ 大野冨久子 様の遺志として
大 山 室井　正志 様 故・ 寺山　　勉 様の遺志として
下松本 武内美知男 様 故・ 武内　成乃 様の遺志として

●篤　志
預　 託　 者 適　　　　　用

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
滝田　三良 様  社会福祉向上のためとして

●物　品
預　 託　 者 適　　用

大野　　剛 様  車いす

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。
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 31 年 1月1日～ 3 月 31日受付分）

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

２４8 円
３94 円
１８1 円
２２3 円

１,２50 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。

地　区 預　 託　 者 適　　　　　用
大 山 遠藤　正広 様 故・ 遠藤　波江 様の遺志として
飯 豊 小針　義和 様 故・ 小針ミツ子 様の遺志として
大里南部 山崎　英樹 様 故・ 大木千枝子 様の遺志として
飯 豊 石井　幸一 様 故・ 石井　龒次 様の遺志として
飯 豊 渡邉　光雄 様 故・ 高崎　武義 様の遺志として
太 多 郎 鈴木　　貢 様 故・ 鈴木　和子 様の遺志として
児 渡 橋本　正和 様 故・ 橋本ヨシノ 様の遺志として
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　新元号「令和」を表現する手話は、片手をすぼ
めて開いていくシンプルな動作で、「未来を目指
し、つぼみが花開く」との意味が込められている
そうです。平成最後のおてんとさま発行。次回
は、令和元年７月号でお会いしましょう♪（面川）

　わたしたちが推進するさまざまな事業を支える財
源は、地域の皆様に会員としていただく「会員会費」が
中心となっています。
　毎年６月を会員強化月間として、行政区を通じて依
頼をさせて頂いてます。

3 日㈬
4 日㈭
5 日㈮
8 日㈪

12 日㈮
15 日㈪
17 日㈬
18 日㈭
25 日㈭

下旬

社協　ブックスタート事業
日赤　監査
社協　評議員選任解任委員会
社協　入学祝品贈呈（各小・中学校）
遺族　定期総会
ボラセン　運営委員会
身障　定期総会
奉仕団　定期総会
老ク　定期総会
社協　在宅福祉事業
　　　「寝たきり者散髪サービス」

10 日㈮
14 日㈫
16 日㈭
20 日㈪
28 日㈫

31日㈮

社協　ブックスタート事業①②
社協・共募　監査
社協　理事会　共募　運営委員会
社協　買い物ツアー
奉仕団　須賀川・岩瀬方部
　　　　 連絡協議会・総会、研修
社協　評議員会
社協　理事会　共募　運営委員会

上旬

5 日㈬
17 日㈪

未定

社協　会員会費徴収開始
日赤　社費徴収開始
社協　ブックスタート事業
社協　買い物ツアー
老ク　理事会・花いっぱい運動
奉仕団　委員会

お知らせ

会　　員 会　　費

各世帯 600円

特別会員 1,500円・3,000円

村内企業様
5,000円～

今年度も･･･社協会員会費にご協力をお願いします！

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
毎週木曜日毎週水曜日

湯ったりミニディサービス

各種機関・団体等の
役職にある方

一 般 会員

法 人会員
共同募金配分金事業 児童福祉対策事業 受託事業運営

みんなでワクワク♪防災ごっこを開催しました！

▲講師：菅原清香さん

　２月16日㈯天栄村山村開発センターにて、「みんなでワクワク♪防災ごっこ」を開催しました。
　約70名の参加者が非常食や防災グッズづくりの体験を通して、自分のためになることが家族や周り
の大切な人、地域のためにもなること、そして子どもから大人までそれぞれの立場でできることを考え、
その活動の輪を地域全体に広げていくことの大切さを学びました。

～じぶんのため・かぞくのため・みんなのため、そしてちいきのために～

福島県社会福祉協議会と協働による

一般社団法人
コミュニティ・４・チルドレン

天栄村赤十字奉仕団員のみなさんに、全体のサポート役としてご協力を頂きました♪

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

　4 月 1 日付けで天栄村社会福祉協議会の事務局長に任命さ
れました君島と申します。微力ではありますが、行政経験と老人
福祉などの経験を生かし、地域の皆さんのご支援とご協力を頂
きながら、事業の遂行に取り組んで参ります。
　社会福祉の現状は大変厳しいものがありますが、一つ一つの課題を解決して少しでも多くの皆
さんに、喜んでいただけるよう努めていきたいと思います。
　天栄村社会福祉協議会が、地域の皆さんの身近に感じて頂けるよう、環境整備にも取り組ん
で参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。 事務局長　君島隆信

事務局長就任挨拶

たのしく防災について学ぼう！第1部

地域に防災を広げよう！第2部

水でつくれるアルファ米

紙コップでロケットづくり

お菓子でポテトサラダ！

筆談体験

新聞紙スリッパづくり

防災グッズでビンゴゲーム

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）
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