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５月27日（土）ふたば幼稚園、双葉南・北小学校合同の
大運動会がいわき市で開催されました。

サポートセンターひだまりから
応援にかけつけました
サポートセンターひだまりから
応援にかけつけました
サポートセンターひだまりから
応援にかけつけました

「 」
埼玉県白岡市在住　木村さまより寄贈されました

「 」

埼玉県白岡市在住　木村さまより寄贈されました
「 」

平成28年度決算・事業報告  　
平成29年度予算・事業計画  　　
会長あいさつ／社協新役員
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寄付／日赤
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前期繰越金
210,726,632

社会福祉事業 1,188

生活福祉資金
貸付事業 69,391

生活援助資金貸付事業 50,000

地域コミュニティー
復興支援事業
60,842,590

共同募金配分事業 164,727

その他の収入 
354,994,604

社協運営事業 
171,291,395

共同募金配分金 74,880
助成金 300,000　　　　　　　　　　　　
利用料 28,800　　　　　　　　　　　　

繰入金 1,357,270

地域包括支援
センター事業
30,989,400

生活支援・
介護予防事業
32,347,080

高齢者等サポート
拠点設置事業
　37,954,440

高齢者等サポート
拠点管理運営事業
28,035,990

寄付金 331,137
町補助金 8,642,000

介護報酬 
4,258,400

固定資産売却収入 
2,210,000

預金利息 
190,627

積立金取崩 51,417

雑収入 
217,070

受託金（県・町・県社協）
184,622,410

支出　361,746,201収入　768,005,247
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前期繰越金 7,571,000 

受託金
（県・町・県社協）  
183,741,000

共同募金配分金 51,000 

介護報酬 4,644,000 

貸付金償還金 
300,000 

町補助金 10,702,000 

生活援助資金
貸付事業
300,000

生活福祉資金
貸付事業 69,000

高齢者等
サポート
拠点設置事業
35,591,000

生活支援・
介護予防事業
25,344,000

地域包括支援
センター事業
36,294,000

高齢者等
サポート拠点
管理運営事業
29,903,000

生活支援相談員等
配置事業
61,184,000

共同募金配分事業
51,000

予備費 
200,000 

社協運営事業 18,073,000

支出　207,009,000収入　207,009,000
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＊役員の紹介＊

町民の皆さまにおかれましては、避難生活の中にあってもご清祥のことと存じ上げます。
あの東日本大震災と東京電力の原子力発電所事故から７年目に入りました。町民の避難
生活が長期化していることから、双葉町の取り巻く環境や社会情勢が変化し厳しさが増し
ており、少子・高齢化などの福祉課題は深刻、複雑化しています。
双葉町民へは国等から帰還目標がまだ示されていません。このため多くの町民が避難し
ている市町村に家を新築し、生活の再建、自立に向けて進んでおります。
これからは隣人・友人など知り合い同士がお互いに確認する支え合い、「お互い様の支
え合い」が重要となってきています。町民の皆さまにはお互いに声を掛け、お互い様の支
え合いを推奨して頂きたいと思います。
当協議会は、常に皆さまに寄り添い、皆さまに「社協があってよかった」と言っていただ
けるよう、また「頼りになる社協」であるために、役職員一丸と
なって社会福祉協議会の一層の充実・発展を目指し誠心誠意努力
してまいります。
これから暑さがますます厳しくなります。町民の皆さまにはご
健康に留意され、今後のご多幸をお祈り申し上げます。

＊会長あいさつ＊

社会福祉法人　双葉町社会福祉協議会　会　長　髙　野　　泉

社会福祉法の改正に伴い、役員が
改選されました。
新役員は次のとおりです。
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にこにこ体操

双葉町社会福祉協議会主催のサロンを紹介します。
お気軽にご参加ください。

サロンの紹介サロンの紹介サロンの紹介サロンの紹介サロンの紹介サロンの紹介サロンの紹介

●開催場所／開催日
郭内第一仮設Ａ４－２（白河市）　 毎週火曜日
南東北総合卸センター（郡山市）　 毎週水曜日
北幹線第二仮設住宅集会所（福島市）毎週木曜日

●開催場所／開催日
いきいきサポートセンター（加須市）
毎週月曜日、水曜日、金曜日

●開催場所／開催日
サポートセンターひだまり（いわき市）
毎週月曜日、水曜日、金曜日

●開催場所／開催日
南相馬ひだまりサロン（南相馬市）
毎週火曜日、木曜日

●開催場所
福島県内の公共施設等
※社協サロンは事前申し込みが必要です。 ７月24日（月）　喜久田公民館（郡山市）

８月１日（火）　富岡町役場いわき支所
　　　　　　　　　　　　 （いわき市）
　　25日（金）　サンライフ福島（福島市）
　　31日（木）　かしま交流センター
　　　　　　　　　　　　 （南相馬市）　　
※日程が変更になる場合があります。
詳しくは「広報ふたば」または社協ホーム
ページにて、ご確認ください。

※開催日は祝日を除きます。

継続は力なり！継続は力なり！継続は力なり！ いきいき農園で野菜作りいきいき農園で野菜作りいきいき農園で野菜作り

ウクレレを奏でながら･･･ウクレレを奏でながら･･･ウクレレを奏でながら･･･ 蓮の花の壁掛けが完成蓮の花の壁掛けが完成蓮の花の壁掛けが完成

脳とからだの体操中脳とからだの体操中脳とからだの体操中
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●担当地域 全域〈担当：田中〉
●担当地域 いわき市、双葉郡〈担当：中谷〉
　　本部事務局内：
●担当地域 福島県中通り、会津〈担当：横山〉
　　郡山事務所内：
●担当地域 南相馬市、相馬市、新地町〈担当：渡邉〉
　　サポートセンターひだまり内：

優勝おめでとう
ございます!!

地域包括支援センターでは、高齢者やご家族が安心して暮らす
ための支援をします。
介護に関する相談や悩み以外にも、健康や生活に関することな
ど「どこに相談すればよいのかわからない…」といった悩みも、
まずは地域包括支援センターにご相談ください。

定例会の様子（郡山市）
各地から生活支援相談員が集まり、
情報交換や研修を行っています。

なんでも
ご相談ください

双葉町地域包括支援センター双葉町地域包括支援センター双葉町地域包括支援センター双葉町地域包括支援センター双葉町地域包括支援センター双葉町地域包括支援センター双葉町地域包括支援センター

生活支援相談員だより
生活支援相談員は、町民の皆さまが安心して
生活できるように、見守り、相談、交流の場づ
くりなど生活支援に取り組んでいます。

双葉町は平成29年４月から介護予防・日常生活支援総合事業（略して総合事業）
が始まりました。
総合事業は、市町村が中心となり、地域の実情に応じた様々なサービス等を提供
する事業のことです。要支援に認定された方や生活機能の低下がみられる方が利用
できる「訪問型サービス」「通所型サービス」と65歳以上のすべての方が利用でき
る「一般介護予防事業」があり、皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援するも
のです。
総合事業のお問い合わせは下記までお願いします。

訪問の様子（白河市）訪問の様子（白河市）訪問の様子（白河市）



� � � � � � � ������������������ �����������

伊澤町長から表彰状を伝達される羽根田さん伊澤町長から表彰状を伝達される羽根田さん伊澤町長から表彰状を伝達される羽根田さん

双葉町民生児童委員協議会双葉町民生児童委員協議会双葉町民生児童委員協議会双葉町民生児童委員協議会双葉町民生児童委員協議会双葉町民生児童委員協議会双葉町民生児童委員協議会

　双葉町民生児童委員協議会事務局

双葉町老人クラブ連合会双葉町老人クラブ連合会双葉町老人クラブ連合会双葉町老人クラブ連合会双葉町老人クラブ連合会双葉町老人クラブ連合会双葉町老人クラブ連合会

５月17日、双葉町老人クラブ連合会の総会が南東北総合卸センター（郡山市）で開催され、平成28
年度の事業報告と平成29年度の事業計画等が承認されました。
また、役員改選を行い、下記のとおり新役員が決定しました。
今年度は、福島県老人クラブ連合会の「ニュースポーツで健康づくり事業」の実施もあり、県内各地
で５回のスポーツ大会を計画しています。
今年度も役員を中心として活動していきま
すので、よろしくお願いします。

総会の様子総会の様子総会の様子

５月23日、昨年12月の一斉改選で退任された羽根田信
さん（長塚一）が、厚生労働大臣特別
表彰と全国民生委員児童委員連合会長
表彰を伊澤双葉町長より伝達されまし
た。
羽根田さんは、30年に亘り地域福祉
の向上や増進にご尽力いただきました。
長年の民生委員児童委員活動ありが
とうございました。

民生児童委員は、生活上のさまざまな相談を受け、行政や
関係機関へとつなぐパイプ役を務め、問題解決の手助けをし
ます。
今年は民生委員制度が創設されて100周年です。震災後、
避難地区での活動となりましたが、これからも皆さんの身近
な相談相手として活動していきますので、お気軽にご相談く
ださい。
なお、活動上知り得た個人情報については秘密を厳守します。定例会の様子定例会の様子定例会の様子
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優勝おめでとう
ございます!!

●本 部 事 務 局　〒974－8212　福島県いわき市東田町２丁目19－3　トークビル１階A号

●郡 山 事 務 所　〒963－0547　福島県郡山市喜久田町卸１丁目１－１　
　　　　　　　　　　　　　　　　 南東北総合卸センター２階第５会議室

●サポートセンター　〒974－8242　福島県いわき市南台３丁目１－１（南台仮設住宅内）
　　「ひだまり」
●加 須 事 務 所　〒347－0105　埼玉県加須市騎西501－13

皆さまのご寄付は、地域福祉活動の諸事業に大切に活用させていただきます。

●相樂　比呂紀（双葉町）　●渡邉　晋二（楢葉町）

●鈴木　和典（南相馬市）　●川合寺町桜画展開催委員会（滋賀県）
平成29年１月～５月
（順不同・敬称略）

日本赤十字社（日赤）は、多くの人から寄せられる温かい善意が活動を支えています。
これからも活動資金へのご協力よろしくお願いします。

日本赤十字社からのおしらせ

赤十字の主な活動

　　
日赤では、皆さまからのご協力に感謝し表彰制度
を設けています。　　
●樹脂製門標（１万円以上）※福島県支部独自表彰
●特 別 社 員（２万円以上）
●支部長感謝状（10万円以上20万円未満）
●銀色有功章（20万円以上50万円未満）
●金色有功章（50万円以上）

　　活動資金への協力方法は？
●最寄りの市町村または社会福祉協議会の
日赤窓口でお申込みする方法
●日赤の振込用紙による方法　など
　　
双葉町分区表彰実績（平成28年度）
●樹脂製門標　４名
●特 別 社 員　２名
●金色有功章　１名

日赤活動資金へのご協力
ありがとうございました
日赤活動資金へのご協力
ありがとうございました
日赤活動資金へのご協力
ありがとうございました
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