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埼玉県白岡市在住 木村さまより寄贈されました
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社協サロン

     









リズム

in 南相馬

体操

〜みんなが集う笑顔の時間〜

白熱!
５月29日開催
かしま交流センター（南相馬市）にて
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平成30年度





決 算

収 入
その他の収入 1,086,636
共同募金配分金 72,355
利用料 55,800

〔単位：円〕

支 出
社協運営事業 23,950,816
生活福祉資金貸付事業 67,760

寄付金 3,899,218
町補助金
13,406,000

収入 245,433,186

支出 189,111,422

前期繰越金
53,814,071

生活支援相談員等
配置事業
60,781,537

受託金（県・町・県社協）
160,588,021

介護報酬 4,496,230
預金利息 354,722
貸付金償還金 20,000
積立基金取崩 6,153,840
積立資産取崩 1,486,293

共同募金
配分事業
72,355

生活援助資金
貸付事業
50,000
生活支援体制
整備事業
4,495,498

地域密着型
通所介護事業
922,830

地域包括支援
センター事業
26,762,484

高齢者等サポート
拠点設置事業
53,382,090

一般介護
予防事業
16,451,408
勿来酒井高齢者等
サポート施設管理事業
2,174,644


 










  





 


 




 





 
 





   


   
   











 

 
 





 


































 








       









令和元年度

地域密着型
通所介護報酬 796,000
介護予防支援
介護報酬 3,612,000
貸付金償還金
300,000






予 算

収 入

〔単位：円〕

支 出
前期繰越金 7,911,000
共同募金配分金 20,000
町補助金 17,721,000

生活福祉資金貸付事業 67,000
社協運営事業 19,918,000
予備費 200,000

共同募金配分事業
106,000

収入 202,018,000

受託金
（町・県社協）
171,658,000

生活援助資金
貸付事業
300,000
社会福祉事業
5,428,000

支出 202,018,000
日常生活
地域包括支援
生活支援相談員等
自立支援事業
センター事業
配置事業
103,000
25,243,000
66,337,000
勿来酒井
高齢者サポート
施設管理事業
3,207,000
高齢者等
地域密着型
サポート拠点設置事業
通所介護事業
64,782,000
796,000
一般介護
生活支援体制
予防事業
整備事業 999,000
14,532,000




  

 















 

 





 



 








 






 










 

 
 




 


 














 


 






       















＊会長あいさつ＊

ॿƵٮƊǆƚ
社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会

会 長

髙

野

泉

町民の皆さまにおかれましては、ご清祥のことと存じます。
５月１日、わが国は「令和」の御代を迎えました。この元号は、日本最古の和歌集「万葉集」の
中よりとられ、「人々が心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という美しい願いが込められており
ます。
私は、令和元年６月19日開催の理事会で、理事の皆さまのご推挙とご賛同を賜り、再度、会長の
重責を担うことになりました。これからの双葉町社会福祉協議会の円滑な運営と地域福祉の充実に
向け、その職責を全うし、努めてまいる所存でございます。
さて、近年における福祉を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、少子高齢化の急速な進展や核家
族化に伴う家庭・家族の介護力の低下など様々な要因により、これからの地域福祉の在り方が問わ
れる時期となっております。
特に、地域社会や家族が変化する中、認知症高齢者や一人暮らし高齢者世帯が増加傾向にあり、
介護保険では対応できない生活支援ニーズや社会的孤立、貧困等を背景とする深刻な生活課題が顕
在化しております。このような状況への対応にあたっては、公的な制度に基づくサービス・支援だ
けでなく、普段から地域の人たちと顔見知りの関係になることで、互いに支え合う地域づくりが大
切になります。当協議会としても、支援の必要な方が住み慣れた場所で自分らしく暮し続けるため
に、豊かな人間関係のもと住民と専門職が協働して支援体制づくりや生活困窮者への支援の仕組み
づくりに向け、町民皆さま方を始め町行政並びに関係団体と連携して、更なる努力をしてまいりま
す。
また、双葉町は東日本大震災と東京電力㈱福島第一原子力発電所事故に避難を余儀なくされ、県
内外に全町民が避難しております。このような中、町の高齢化率も顕著で避難後の健康状況を見て
も年々悪化の傾向にあります。このような厳しい環境でも、幸せの源は自分の心にあります。何事
も楽しんでやることが思わぬ力を発揮します。今を、自分の人生を楽しむことで、幸せを引き寄せ
ることができると思います。
明るい地域社会実現のため、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げますととも
に、皆さま方のご健康・ご多幸を心から祈念申し上げます。

＊役員の紹介＊
任期満了に伴い、令和元年６月18日の評議員会において、新役員が選任されました。
新役員は下記のとおりで、任期は令和元年６月18日の定時評議員会終結の時から令和３年度最初
の定時評議員会終結の時までです。なお、６月19日の理事会において、会長に髙野泉理事、副会長
に田中清一郎理事が選任されました。






















































委嘱状交付

       














運動教室･サロンの紹介
ࠁࡺ֖ൈݥণ

ආபළƥƓƱƽǛȔȚ

●開催場所／開催日
南東北総合卸センター（郡山市） 毎週木曜日
県北保健福祉事務所（福島市） 毎月第４火曜日

●開催場所／開催日
双葉町役場南相馬連絡所（南相馬市）
毎週水曜日

棒体操で背筋をしっかり伸ばしましょう

会場が広くなり運動しやすくなりました

হݘǛȔȚ

ŷƀŷƀǛȔȚ

●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

●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

集中！
足先に
手を使わない
ボール入れゲーム！

ƆƿžƼơ

南京玉すだれと皿回しにチャレンジ♬

※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。

●７月 9日（火）白河市老人福祉センター
●９月10日（火）白河市老人福祉センター
●７月22日（月）郡山市喜久田公民館
●９月19日（木）富岡町役場いわき支所
●８月28日（水）南相馬市かしま交流センター
※すべての開催日は祝日を除きます。

各地域で開催されているサロンのご紹介
各地でサロンが開催されています。最寄りのサロンに参加しませんか？
●福島市社協主催：てとて
[ハーバリウム、ボールペン作り]
７月24日（水）福島市保健福祉センター
参加費：無料
申込み：不要
問合せ：024−533−8881

●二本松市社協主催：こっ茶こっせ
[レクリエーション]
８月28日（水）二本松福祉センター
参加費：100円
申込み：不要
問合せ：0243−23−8262

●南相馬市社協主催：社協ゆいゆい広場
[茶話会、レクリエーション]
７月24日（水）原町区福祉会館
参加費：100円（初回無料）
申込み：不要
問合せ：0244−26−5107

●郡山市社協主催：茶話カフェRococo〜ろここ〜
[おでかけサロン：酪農牛乳工場見学]
９月４日（水）郡山市総合福祉センター
参加費：無料
申込み：８月21日（水）まで
問合せ：024−932−5311

※掲載日以降のサロンについては、各社協に直接お問合せください。











       





双葉町地域包括支援センター
高齢者の方にやさしい地域づくり

●● 認知症サポーター養成講座 ●●
認知症の理解を深め、温かく見守ることが
できる地域づくりを進めています。
今回は民生児童委員を対象に開催しました。

●● ひだまりカフェ ●●
誰でも気軽に参加でき、和やかに集うことのできる
「ひだまりカフェ」を開催しました。手作りのおやつ
を食べながら認知症について皆さんでお話しました。

〜 みなさん、こんなことありませんか？ 〜
・介護に関する相談をしたい ・一人暮らしなどで財産の管理が心配
・最近、もの忘れが気になる ・寝たきりにならないように運動したい
・近所の高齢者が虐待を受けているようだ…
地域包括支援センターは、高齢者やその家族が安心して暮らす
ための支援をする機関です。介護に関する相談や悩み以外でも、
健康や生活に関することなど、お気軽にご相談ください。

Žླŷ
ࢳǂƎ

双葉町地域包括支援センター
担当：渡邉、中谷、加藤

ÞÞ

生活支援相談員だより
生活支援相談員の訪問活動では、町民の皆さまのお宅を定期的に訪問し、お話を伺います。
現在、双葉町社協では計５か所に生活支援相談員を配置し、15名が活動しています。状況により訪問頻度は
異なりますが、定期訪問に関係なくご相談等がありましたらお伺いいたしますので、お気軽にご連絡ください。

㨆㨆
㨆㨆⑳ߚߜ߇↢ᵴᡰេ⋧⺣ຬߢߔ㧙㧙
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お問い合わせ先は８ページをご覧ください。
※お問い合わせ先が分からない場合は、本部
事務局へご連絡ください。

訪問の様子（いわき市）
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双葉町サポートセンターひだまり

デイサービスセンター

デイサービスセンターは今年４月で開所から１周年を迎えました。介護保険の認定の有無に関係なくご利用
いただき、毎日元気な笑い声が響いています。
㨆ᘠࠇߚᚻߐ߫߈ߢߔۭ㧙
午前は一人ひとりが好きな活動を選択し、お話を
しながら過ごしています。午後は脳トレ体操やスト
イベント
★スケジュール
★
レッチなどの体操を行っています。また、時には昼
食やおやつなどの調理、桜やバラ見学などの外出も
９月 敬老会
あります。
デイサービスセンターでは「今日も一日、みんな
10月 運動会
で楽しく過ごしましょう」を合言葉に、皆さんにお
11月 紅葉狩り
会いできるのを楽しみにしています。見学や体験利
調理の様子
12月 クリスマス会
用については、お気軽にお問合せください。

Žླŷ
ࢳǂƎ

双葉町社会福祉協議会（双葉町サポートセンターひだまり）
福島県いわき市勿来町酒井青柳14−5
ÞÞ

双葉町民生児童委員協議会
民生委員とは？
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方
公務員です。また児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。

民生委員はパイプ役
民生委員は生活上のさまざまな相談を受け、その内容に応じて適切
な関係機関につなぐパイプ役を務め、問題解決の手助けをします。
双葉町民生児童委員は福島県内および埼玉県加須市、茨城県つくば
市において計19名で活動しています。震災前の活動とは異なり、現
在は高齢者世帯や高齢独居者を中心に訪問しています。また月に一度
定例会を開催し、各地区の報告や研修などを行っています。
ご心配などがありましたらお気軽にご相談ください。

Žླŷ
ࢳǂƎ

双葉町民生児童委員協議会事務局

＋…＋…＋…＋…＋…＋…＋…＋
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。
活動資金へのご協力方法は

●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
などがあります。

これからもご協力
よろしくお願いします。

定 例会

ÞÞ

日赤活動資金へのご協力
ありがとうございました
双葉町分区表彰実績（平成30年度）
●樹脂製門標………３名
（１万円以上）※福島県支部独自表彰
●特別社員…………５名
（２万円以上）
●支部長感謝状……１名
（20万円以上50万円未満）
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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。（順不同・敬称略）

ຼۦຈ

●つなぐ会2001（東京都江東区）：車椅子
●古谷礼子（静岡県長泉町）：お茶など

平成31年１月〜
令和元年５月

●玉野
●加村
●佐藤

եมۦຈ
平成31年１月〜
令和元年５月

憲一（双葉町） ●加村 範良（双葉町）
トミ（双葉町） ●綿谷 福二（北海道倶知安町）
孝（双葉町） ●川合寺町桜画展開催委員会（滋賀県東近江市）

双葉町老人クラブ連合会
−−− 令和元年度 総 会 開 催 −−−



５月15日、双葉町老人クラブ連合会の総会が喜久田公民館
（郡山市）で開催され、平成30年度の事業報告と令和元年度の
事業計画、規約の改正等が承認されました。また、役員改選に伴
い、右のとおり新役員が決定し
ました。今年度も役員を中心に
活動を行っていきます。
なお、規約の改正により、役
員の選出について、地区役員か
ら選出できない場合は会員から
総 会
選出できることになりました。



  







  






















しあわせ金婚夫婦表彰の申込み受付期間を延長しました
しあわせ金婚夫婦表彰は、結婚50周年を迎えられたご
夫婦を祝し、福島民報社と福島県老人クラブ連合会から
賞状とおしどりメダルが贈られます。申込みは自己申告
となりますので、お忘れのないようお願いします。

[表彰を受けられる金婚夫婦]
昭和44年に結婚され、50周年を迎えたご夫婦。
または前回までに手続きをしなかったご夫婦。
[申込み締切] ７月22日（月）まで

【お申込み先】双葉町老人クラブ連合会事務局

ÞÞ

ŽླŷࢳǂƎ
●本部事務局

〒979−0142 福島県いわき市勿来町酒井青柳14−5

¢ ¢¢¢¢¢ÞÞ¢(#:ÞÞ
●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
¢¢¢¢¢ÞÞ¢(#:ÞÞ

●加須事務所

〒347−0105 埼玉県加須市騎西501−13

¢ ¢¢¢¢¢ÞÞ¢(#:ÞÞ

