       














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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紅白 玉入れ 〜だるまバージョン〜

サンライフ福島にて社協サロンが開催されました♬
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社会福祉法人
双葉町社会福祉協議会
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運動教室･サロンの紹介
ࠁࡺ֖ൈݥণ
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●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３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

ボール体操で握力アップ！

今日も元気に体操中♪
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●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
リングに
フロアーカー
挑戦！

ペットボトルボーリング！ 目指せストライク！

ƆƿžƼơ

※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。

●１月20日（月）郡山市喜久田公民館
●２月19日（水）双葉町サポートセンターひだまり
●１月21日（火）白河市中央老人福祉センター ●２月28日（金）福島市サンライフ福島
●１月28日（火）いわき市小名浜公民館
●３月10日（火）白河市中央老人福祉センター
※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
[曹洞宗、初笑い]
１月22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
[津軽三味線、匂ひ袋作り]
２月26日（水）二本松福祉センター
参加費：無料
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]
１月22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]
２月５日（水）郡山市総合福祉センター
参加費：300円
申込み：１月24日（金）まで。定員20名
問合せ：024−932−5311

※掲載日以降のサロンについては、各社協に直接お問い合わせください。

       














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
いつまでも元気で生活するために、
一緒に楽しみながら体操やレク活動をしませんか？
要介護認定を受けている方も、受けていない高齢者等も利用可能ですので、いつでもご連絡ください。
15:30
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紅白対抗運動会
双葉幼稚園児との交流

ハンドベル演奏

★イベントスケジュール★
［１月］新年会 ［２月］節分（恵方巻作り） ［３月］イースター祭
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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

生活支援相談員だより
双葉町社協では福島県内および埼玉県加須市において、
15名の生活支援相談員が活動しています。主な活動は町民
の皆さまのお宅を定期的に訪問し、お話をお伺いします。
平成23年より活動を始め、今年で９年を迎えます。今年
も皆さまに寄り添った活動をしていきますので、ご相談等
ありましたら、お気軽にご連絡ください。

「ちょっと話を聞いてほしい」
「相談したいことがある」
など、お気軽に生活支援相談員にご連絡ください。
※お問い合わせ先は６ページへ
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送迎・帰宅

食

レクリエーション

13:30

体操

12:00

昼

11:30

口腔体操・歌

レクリエーション

10:15

入浴︵希望者︶

ൈ

10:00

体操
健康チェック

ٽ

9:30

送迎・来所
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双葉町地域包括支援センター
〜 事業紹介＆講話 〜
令和元年９、10月にいわき市で
開催された社協サロン、地域交流
サロンで地域包括支援センターの
事業紹介と介護予防講話を行いま
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。
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双葉町地域包括支援センター
担当：渡邉、中谷、加藤

ÞÞ

双葉町民生児童委員協議会
令和元年12月11日、双葉町サポートセンターひだまり
（いわき市）において、双葉町民生児童委員の委嘱状交付
式が行われました。
伊澤町長より民生児童委員16名に委嘱状が交付されま
した。任期は令和元年12月１日から令和４年11月30日ま
でです。
【双葉町民生児童委員】













































新工澄子民生児童委員が、30年以上に亘り民生児童委員として活動された
ことに対し、令和元年11月22日に全国社会福祉大会において全国社会福祉協
議会長から永年勤続功労者として表彰されました。おめでとうございます。
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双葉町民生児童委員協議会事務局
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＊… フードバンク事業のお知らせ …＊

お米や
缶詰な
ど

双葉町社会福祉協議会では、令和元年９月１日よりフードバンク事業を開始
しました。フードバンク事業は、緊急かつ一時的に食べ物に困っている人など
に無償で食品等を提供します。対象となる方には基準がありますので、まずは
本部事務局へお問い合わせください。

流れ

1

2

食品の寄付

一般社団法人日本非
常食推進機構等から
の食品の寄付。

Ċ

3

相談支援

社会福祉協議会にご
相談いただき、食料
支援の必要の有無を
確認。

Ċ

食料支援

あらゆる理由で食べ
物に困っている方に
食品を提供。

双葉町老人クラブ連合会
ふれあいニュースポーツ交流大会参加!!
令和元年11月１日に浪江町地域スポーツセンターにて、
㨆࿐⎴ࡏ࡞ఝൎ㧙
相双地区ふれあいニュースポーツ交流大会が開催されまし
た。各市町村から11チームが集い、双葉町老人クラブから
は13名が参加しました。
競技は囲碁ボール、カーリンコン、スカットボールの３種
で、各チーム練習の成果を発揮し、高得点を競
い合いました。結果、囲碁ボールで優勝し、総
合４位と大健闘でした。表彰式では大会主催者
の福島県老人クラブ連合会から表彰状と記念品
が贈られました。

活動の様子

双葉町老人クラブ連合会では、健康づくりや社会活動への参加など
県内各地で様々な活動を行っています。

芸能発表大会（福島市）

クロリティー大会（白河市）

社会奉仕活動（いわき市）

幼稚園児との交流（広野町）

友愛訪問（郡山市）

手芸教室（福島市）
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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）

●㈱入江産業（茨城県石岡市）：玄米
●矢嶋 儀一（埼玉県羽生市）：玄米
●双葉町婦人会（双葉町）：亀のストラップ
●市原 恭子 他（兵庫県宝塚市）：手編みの帽子 他

ຼۦຈ
令和元年６月〜11月

●匿名３名（双葉町）
●双葉町応援隊−絆−（京都府京丹波町）

եมۦຈ
令和元年６月〜11月

令和元年台風第19号災害義援金を
受け付けしています
令和元年10月に発生した台風第19号で被災された方々を支援するため、本部事務局にて義援金の受
け付けを行っています。また各金融機関からのお振込みも可能です。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。
【郵便局から】
Ċいくつかの被災県で按分されます
●口座番号：００１９０−８−５１５００５
●加入者名：日赤令和元年台風第19号
災害義援金
※窓口での振込みは手数料免除

【銀行から】
Ċ福島県内の被災者に配分されます
●東邦銀行 南福島支店 普通預金
●口座番号：６１２６２５
●口座名義：日本赤十字社福島県支部
※同行間での振込みは手数料免除

支部長 内堀雅雄

令和元年台風19号災害ボランティア支援状況
双葉町社会福祉協議会では、災害ボランティアセンターの支援をするため、郡山市社協といわき市社
協へ職員を派遣しました。
全国各地から多くのボランティアが集まり、被災地では少しずつ作業が進んでいますが、復旧には未
だ時間がかかります。ボランティアを希望す
[いわき市災害ボランティアセンター]
る方は各市町村社協が運営する災害ボラン
ティアセンターの情報を確認のうえ、直接お
問い合わせください。
【職員派遣】
●郡 山 市：11月２日〜 9日／延べ 8名
●いわき市：11月６日〜17日／延べ16名
12月６日〜26日／延べ21名

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
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