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集まった皆さんで、楽しく茶話会
健康体操もしっかり管理
笑顔のたえない
サロンです☆
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②

！
運動が始まります！

10月1日〜12月31日

10月1日より全国で一斉に赤い羽根共同募金が始まります。

共同募金は誰でもできるボランティアです。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

平成31年度目標額
赤い羽根共同募金

1,868,000円

3,002,000円
歳末たすけあい募金

1,134,000円

地域で集めた募金は地域で使われます

サロン交流会

親子料理教室

◇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

皆さんからご協力いただいた募金の約６割がこのように川俣町の地域福祉活動に
役立てられています。（残り約４割は、全国の福祉活動などで活用されています。）

高齢者サロン

災害ボランティア支援

障がい者の就労支援

子ども食堂

赤い羽根共同募金にご協力お願いします

③

じぶんの町を良くするしくみ。

平成31年度

赤い羽根共同募金

募金方法
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

戸別募金として、

窓口募金：公共施設、町内商店街等に募金箱設置
街頭募金：町内各所、街頭での寄付の呼びかけ
職域募金：行政や企業からのご協力

1世帯につき 600円

(赤い羽根400円、歳末200円）

ご協力お願いします。

※今年度は、赤い羽根の生産数が不足しており皆様にお届けすることが困難な状況と
なっております。今回は、中央共同募金会が作成する「ありがとうステッカー」を
配布することとなりましたので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

ありがとうステッカー

川俣Jr.ボランティア体験プログラム
令和元年７月23日、川俣町老人福祉センター「いき
いき荘」にて川俣Jr.ボランティア体験プログラムを開
催しました。
小学生を対象とし、様々なプログラムを行うことで福
祉への関心を高める事業となっております。
今回は川俣社協デイサービスの利用者の皆さんと交流
会を行いました。協力して塗り絵やパズルを完成させた
り、会話をすることで高齢者への思いやりの心を身につ
けることができました。

令和元年８月６日、川俣町老人福祉センター「いきい
き荘」にて今年度２回目の川俣Jr.ボランティア体験プ
ログラムを開催しました。

今回は町内でも人気の「笑いヨガ」を体験しました。
笑いヨガティーチャーとして活動する白幡文子氏を講師
に招き、子供と大人が同時に楽しめるプログラムを考え
ていただきました。今回の体験を通して、笑顔が広がっ
ていくことを学びました。
※川俣Jr.ボランティアも共同募金の助成事業の一つとして活動しております。

④

ボラセン
第22回

ふくしまボランティア
フェスティバル

８月３日、パルセいいざかにて「第22回ふくしま
ボランティアフェスティバル」が開催されました。町

内のボランティア団体の皆さん15名が参加されまし
た。
「ともに生きる社会～これからのボランティア～」
というテーマのもと、日本ボランティアコーディネー
ター理事の筒井様の講演や各分科会に参加し、ボラン
ティアについて学んできました。

町内のボランティア団体のみなさんの活動を紹介します！

傾聴ボランティア

おてひめ

新潟県のボランティア団体「陽だまり」の皆さんと
交流会を行いました。一緒に飯舘村のデイサービスに
て傾聴活動を行ったり、互いのボランティア活動に対
川俣小学校３年生の児童との交流会を行いました。
しての考え方などについて話し合う、充実した研修会 「ちまきづくり」を行い、みんなで協力しながら楽し
になりました。
く作ることができました。

小島寿ボランティア

「地域支え合い講座」を開催しました
今年度、山木屋公民館において、「地域づくり」「地域での暮らし」について講師のご近所福祉クリエーター
酒井 保先生を招き、講演会を開きました。山木屋地区の皆さんには大変お世話になり、多くの住民の方が、
地域の暮らしについてお話を聞き、これからの暮らしについて、笑顔のなかにも真剣に聞いていました。
また、川俣町各地域での勉強会も考えていますので、
皆さんで「支え合いながら、笑顔が見られる地域づくり」
を考えてみませんか。
「健康寿命」を伸ばすには、
地域の皆さんの協力が必要で
すよ。人と人とのつながりを
持って、出来ることを皆さん
で築いていきましょう。

元気で長生きの秘訣は

「タンパク質・肉」

でーす。

⑤

ふれあい会食交流会

7月22日おじまふるさと交流館にてふれあい会食交流会が
開催されました。村山栄養士の健康講話を聞き、みんなで昼
食を食べました。食事も大変おいしく、皆さんと話をするこ
とができて楽しかったとの感想もいただきました。
２回目もぜひご参加ください!!

平成31年度ふれあい会食交流
２回目のお知らせ
日
場

時：令和元年10月30日㈬
所：語らい処 やまこや

送

迎：最寄りのバス停まで迎えに行きます。
また直接会場にお越いただいても結構です。
込：電話で10月11日㈮まで川俣町社会福祉協議会

対象者：町内に住む75歳以上の一人ぐらし高齢者
定 員：先着30名
参加費：500円
1回目のメニュー
豆ごはん・蕎麦
豚しゃぶ・煮物
ささぎのゴマ和え
漬物・デザート

申

☎565-3761へ申込み下さい。
おいしい食事を食べながら皆さんで楽しく交流しましょう。
参加をお待ちしております。

高齢者のつどい

笑い声が飛び交った健康講座

品数豊富な美味しい料理をいただきました

８月21日、岳温泉 陽日の郷あづま館にて「高齢者のつどい」を開催しました。参加者の皆さんは、保健
師による健康講話、健康体操を頭と体を使って楽しく行った後、美味しいお料理を食べ、温泉に入って、親
睦を深めました。

きれいなお花のプレゼントがありました
川俣南小学校の特別支援学級の
皆さんが、自分たちで植えたマリ
ーゴールドを持ってきてくれまし
た。正面入り口に飾らせていただ
き玄関が華やかになりました。
ありがとうございました。

⑥
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ご寄附ありがとうございます
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△川俣ロータリークラブ様

次の方から多大なるご寄附をいただきました。厚く御礼申し上げます。
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。
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▽川俣ロータリークラブ
会長 池田 義寛 様
恵一 様

▽郡山市

故人の遺志による寄附

遠藤 大晴
菅野
豊
羽賀 洋一
大関榮久夫
斎藤 京子
新関
厚

■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
■給付の額 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、新たに交付される、
「ひとり親家庭医療費
受給者証」の写し、又は対象の家庭が生活保護
世帯の場合は「所得証明書」の写しをお持ちの
うえ、川俣町社会福祉協議会（いきいき荘）も
しくは川俣町役場子育て支援課に提出してくだ
さい。※郵送による申請も受付いたします。
送付先：川俣町社会福祉協議会
〒960－1436 川俣町字川原田19－2
■給付方法 川俣町社会福祉協議会
（いきいき荘）
で食事券を給付いたします。川俣町子育て支援
課に申請書を提出された場合には、後日、川俣
町社会福祉協議会から食事券を郵送いたします。
■申込受付期間
令和元年９月２日～令和２年２月28日

▽山木屋
▽小 神
▽小 島
▽鶴 沢
▽飯 坂
▽小 島

ひとり親家庭等
食事券の給付について

社会福祉協議会事業開催のお知らせ
親子ふれあい料理教室
日

時：令和元年12月14日㈯
午前９時30分～午後１時
場 所：川俣町保健センター（川俣町字樋ノ口12）
対象者：１～４年生およびその保護者
定 員：15組（先着順）
参加費：おとな200円（当日持参）※子ども無料
持ち物：エプロン、三角巾、子ども用包丁
申 込：電話で川俣町社会福祉協議会
☎565－3761へ申込みください。

健康料理教室
日

時：令和元年11月14日㈭
午前９時30分～午後０時30分
場 所：川俣町保健センター（川俣町字樋ノ口12）
対象者：町内に住む75歳以上の方
定 員：20名
参加費：300円
持ち物：エプロン、三角巾
申 込：電話で川俣町社会福祉協議会
☎565－3761へ申込みください。

※詳細は後日お知らせします。

いきいき荘浴室の改修工事について
日頃より、川俣町老人福祉センター
「いきいき荘」をご利用いただき、ありがとうございます。
建物の老朽化に伴い、浴室と脱衣室及び脱衣室前廊下の改修工事を行います。大変申し訳ありま
せんが、工事期間中のお風呂の営業を休止いたします。日本間・会議室等の利用については通常通りですの
で、ご利用ください。工事期間中（休所日を除く）の日本間での休憩、訓練器具の利用は無料とします。ご不
便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
改修工事予定期間

令和元年９月17日㈫～11月15日㈮

※改修工事の進捗状況によっては工事期間が変更となる場合があります。

