平成30年10月１日発行

川俣町

内線で
職員室の先生と
話をしました

豆を箸でつまんで︑

隣の皿に動かします

川俣南小学校
6年生
辞書で
﹁小学校﹂
と
いう言葉を探して
います

階段を歩くのは
大変です

高齢者疑似体験
細かい文字が
見えません

飯坂小学校
6年生
安全に歩けるように

隣でサポートします

体験キットは
とても重いです

ハサミで紙を
切ってみました
７月３日に川俣南小学校６年生の児童11名、９月
４日に飯坂小学校６年生の児童11名が高齢者疑似体
験をしました。体に重りやゴーグルを付け、
85歳ぐら
いの高齢者の体の様子を体験しました。
編集発行

社会福祉法人川俣町社会福祉協議会

〒960−1436 伊達郡川俣町字川原田19−2 TEL（024）565−3761

URL:http://kawamata-shakyo.or.jp/

②

実施期間

ご協力お願いします

10月1日

▼
12月31日

赤い羽根共同募金は「自分のまちをよくするしくみ」
皆様からご協力いただいた募金は、川俣町内で「誰もがいきいきと生活できるまちづくり」のために
役立てられています。皆様のご協力よろしくお願いします。

さまざまな募金方法があります
戸別募金

各世帯からのご協力

学校募金

町内の学校生徒からのご協力

窓口募金

公共施設、町内商店等に募金箱を設置

街頭募金

町内各所、街頭での寄附の呼びかけ

職域募金

行政や企業からのご協力

戸別募金として、

2,976,000円

平成30年度目標額
赤い羽根共同募金

1世帯につき600円
（赤い羽根400円、
歳末200円）の
ご協力お願いします。

1,864,000円

歳末たすけあい募金

1,112,000円

西日本豪雨災害被災者への義援金のご報告と御礼
及び北海道胆振東部地震の義援金ご協力のお願い
西日本豪雨災害義援金

計39,604 円（平成30年8月31日現在）

西日本豪雨災害義援金のご協力ありがとうございました。この義援金は中央共同
募金会へ送金後、各被災地へ配分されます。皆様の気持ちが被災地の復興の足掛か
りとなります。なお、西日本豪雨災害義援金の募集は平成30年12月28日まで受け
付けておりますのでご協力お願いいたします。
９月６日に発生した北海道胆振（いぶり）東部地震で被害を受けた方々を支援す
るため、義援金を受け付けます。
（募集期間：平成31年３月31日まで）皆様の温
かいご支援をお願いいたします。
義援金にご協力いただける場合、川俣町共同募金委員会までご連絡ください。

川俣町共同募金委員会 〒960 1436 川俣町字川原田19 2 ☎565 3761

③

赤い羽根共同募金への
地域で集めた募金は地域で使われます
サロン交流会

高齢者料理教室

災害対策講座

ジュニアボランティア

■ボランティア活動の普及啓発、高齢者の生きがい支援、地域の防災事業、被災者支援、
町内の要援護世帯への支援（歳末たすけあい見舞金贈呈事業）など

平成22年度より開催しております、ボランティアの体験プログラムを今年度も下記のとおり開催します。
随時参加を募集しておりますので、ぜひご参加ください。
■対 象：小学校５年生、６年生、中学生（１年〜３年）
※対象の児童・生徒にはチラシをお配りしていますのでご確認よろしくお願いいたします。
■開催日：①10月13日（土） ②11月３日（土） ③11月23日
（祝・金） ④12月８日（土） 計４回開催
①「オリエンテーションおよびメッセージカードづくり」…ボランティアに必要な心がまえや、注意点など
をお話します。
②「ごみ拾いウォークラリー」…町内のごみ拾いをしながら、川俣町のいいところを探します。
③「赤い羽根街頭募金運動」…「赤い羽根共同募金」について学び、街頭募金運動を体験します。
④「手話講座」…手話を通じて耳が聞こえにくい人たちの気持ちに触れます。手話の練習をします。
休日を利用して、ちょっとだけボランティアを体験してみませんか？１、２回の参加となっても大丈夫です
ので、お気軽にお問合せください。また、希望者には最寄りのバス停まで送迎を行います。
川俣町社会福祉協議会 ☎565 3761

④

ボラセン
第21回ふくしまボランティアフェスティバル
平成30年８月４日、パルセいいざかで「第21回ふくしまボランティアフェスティバル」が開催され、
川俣町から３団体が表彰されました。表彰を受けた団体のみなさん本当におめでとうございます。

福島県知事感謝状

語り部ボランティア「かわまた民話の会」
幼稚園、小学校や老人福祉センター
等で古き良き地域の民話を語り継いで
います。

福島県社会福祉協議会
会長感謝状

傾聴ボランティア「あゆみ」
老人ホームにて月１回活動中。その
他社協の依頼に合わせて活動をしてい
ます。

福島県社会福祉協議会
会長表彰

傾聴ボランティアグループ「おてひめ」
老人ホームにて月１回活動中。また
年に一度県外の団体と研修交流会もし
ています。

川俣町内では、お年寄りのサポートや町内児童への読書活動、
その他、様々なジャンルでボランティア活動に励んでいます。
自分も町のために何かしたい！何かできることはあるか？と考
えている方はボランティアセンターまでご連絡ください。
ボランティアセンター ☎565‑3761

かわまた・なみえ交流会
町外からの避難者に対し、地区住民相互の新しいコミュニティ
作りをする為、隔月1回で行っているサロンです。健康チェック、
茶話会、また5月より食事会を取り入れて開催しています。

一人ぐらし高齢者のつどい を開催しました
平成30年９月６日、土湯温泉
山水荘で「一人ぐらし高齢者のつ
どい」を開催しました。
参加者の皆さんは、保健師によ
る健康講座後に美味しい料理や温
泉を楽しみました。

⑤

お 知 ら せ

■対 象 者 18歳未満の子どもがいる、ひとり親
家庭及び父母のいない児童家庭

平成30年８月１日より無
料送迎バスの運行方法が下記

■給付の額

の通り変更となっております。
■利用対象者
２人以上で利用される60歳以上の町民

親子の人数に応じて１人につき
1,000円（500円×２枚）

■申込方法
食事券給付申請書に記載のうえ押印し、新たに交

■運行時間等
付される「ひとり親家庭医療費受給者証」の写し、
毎週火・水・木曜日 午前９時30分〜午後４時
又は対象の家庭が生活保護世帯の場合は「所得証明
（祝日・年末年始を除く）
書」の写しをお持ちのうえ、川俣町社会福祉協議会
■申 込 方 法
（いきいき荘）もしくは川俣町役場保健福祉課に提
２名〜４名で利用の場合
出してください。
前日までに電話で申し込みください。
※郵送による申請も受付いたします。
５名以上で利用の場合
送付先：川俣町社会福祉協議会
３日前までに電話で申し込みください。
〒960‑1436 川俣町字川原田19‑2
※詳細につきましては川俣町社会福祉協議会
■申込受付期間
（☎565‑3761）まで問い合わせください。
平成30年９月３日〜平成31年２月28日

法律に関わる無料相談会を開催しますので、ぜひご利用ください。なお、事前予約が必要です。
■日時
■場所

平成30年11月７日㈬ 午前９時30分〜11時30分
川俣町老人福祉センター「いきいき荘」川俣町字川原田19‑2

■受付 電話で予約をしてください。いきいき荘 ☎565‑3761
■定員 ４名（定員になり次第予約受付は終了します）
■費用 無料

済生会川俣病院

秘密
厳守

済生会川俣病院の相談員による無料医療相談会を

〜 一人で悩んでいませんか？〜
人間関係、介護、子育て、家族問題等日常生活の

毎月１回、下記にて開催しております。医療や介護、
経済的な悩み、誰に相談したらよいかわからないこ
と等、様々なご相談をお受けします。
■日
時 毎月第１水曜日 ９時〜10時

いろいろな悩み事についてご相談く
ださい。問題解決に向けて相談、情
報提供等のお手伝いをしています。
■開催日 毎週水曜日

■場
所
■お問合せ

■時 間
■場 所
■費 用

川俣町老人福祉センター「いきいき荘」
済生会川俣病院 地域連携室
曳地・櫻井 ☎566‑2323
※ご相談の費用は無料・秘密は厳守します。ぜひご利用ください。

９時〜11時
川俣町老人福祉センター「いきいき荘」
無料

詳しい内容は、川俣町社会福祉協議会（☎565−3761）へお問い合わせください。

⑥

ご寄附ありがとう
ございます

附

次の方々から多大なるご寄附をいた

寄

△ 川俣地区労働福祉協議会様

だきました︒厚くお礼申し上げます︒
また︑亡くなられた方々のご冥福を
心よりお祈り申し上げます︒

般

様

様

様

澄美れ会様

様

様
様
様

様

伝 様︶
マサヨ 様︶
様︶
様︶
様︶
様︶

アイ子 様︶

和子
十一
信雄
忠勝

様

様︵故
様︵故
様︵故
様︵故
様︵故
様︵故
様︵故

△ 藤華新流

一

諭
栄一
正則
文寿
慶子
正之
一義

▽新中町
菅野 常男
▽川俣町建設同業会
会長 古俣
猛
▽川俣地区労働福祉協議会
会長 高橋 誠一
▽伊達地区労働福祉協議会
会長 柳田 武志
▽伊達地区連合
議長 高橋 誠一
▽㈱グッデイ
梅宮 辰夫
▽カ ト ー 段 ボ ー ル 株 式 会社
▽藤華新流 澄美れ会
家元 髙野 澄子
▽川俣ロータリークラブ
会長 氏家 秀幸

斎藤
鈴木
藤原
菅野
髙橋
高橋
高橋

故人の遺志による寄附

▽小 神
▽小 島
▽小 島
▽山木屋
▽鉄炮町
▽秋 山
▽東福沢

△ 川俣ロータリークラブ様

△ 川俣町建設同業会様

新職員紹介
すみよし保育園調理員

菅野ひとみ
給食施設で働
くのは初めてで
すが、子ども達のために安心安
全で美味しい給食を提供できる
ように頑張ります。よろしくお

①採用職種及び採用予定人数：保育士（正社員） 若干名
②勤務場所：川俣町すみよし保育園
③応募資格：保育士資格及び幼稚園教諭免許状保有者及び取得見込みの方
④採
用：平成31年4月1日から採用いたします。
⑤応募方法：市販の履歴書に必要事項記入の上、資格書写しを添えて
社会福祉協議会に提出してください。
⑥応募締切：平成30年11月22日㈭ 郵送の場合11月22日㈭消印有効
※すみよし保育園では臨時保育士・臨時調理員も募集しております。
詳細は社会福祉協議会（☎565‑3761）に問い合わせください。

願いします。

当法人の主な事業として多機能型事業所「めぐみ」（就労継続支
援 B 型・生活介護）を行っております。活動内容としては、利用
者さんの個々の能力に合わせ彼岸花製作を中心に様々な活動に取り
組んでいます。作業だけではなく研修旅行や誕生会などの余暇活動
も行い利用者さんが毎日、元気に楽しく通所しています。
また、川俣町より委託され、
相談支援事業所「白鷺」と日中一時支援事業所「めぐみ」を行って
おります。日中一時支援事業所「めぐみ」では、障がいのある方に
一時的に預かり見守り等の支援を行っております。これからも町民
の皆様のご支援を仰ぎながら施設の充実に努めてまいりますのでよ
ろしくお願いいたします。

トイレットペーパーの販売を始めました。お問合せは☎566‑3635までお願いします。

