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山木屋いきいき
サロンの皆さんが町内の
病院等６カ所に千羽鶴を贈呈

山木屋いきいきサロン 千羽鶴贈呈の様子
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②

会費収入

4,419千円（1.51％）

社会福祉協議会運営事業

31,953千円（10.91％）
寄附金収入

1,400千円（0.48％）

老人福祉センター運営事業

13,244千円（4.53％）
ホームヘルパー事業

11,812千円（4.04％）
市区町村補助金収入

36,332千円（12.41％）
共同募金配分金収入

1,823千円（0.62％）

デイサービス事業

4,269千円（1.46％）
23,638千円（8.07％）

共同募金配分事業

2,174千円（0.74％）
受託金収入

292,755千円（100％）
収入合計

202,383千円（69.13％）
保育事業収入

7千円（0.01％）
受取利息配当金収入

180千円（0.06％）
その他の収入

3,706千円（1.27％）
基金積立資産取崩収入

1,848千円（0.63％）
障害福祉サービス等事業収入

292,755千円（100％）
老人福祉事業収入

528千円（0.18％）

支出合計

202,383千円（69.13％）
15,828千円（5.41％）

生活福祉事業

13,446千円（4.59％）
事業収入

すみよし保育園受託事業
介護保険事業収入

13,474千円（4.60％）
63千円（0.02％）

ケアマネージャー事業
600千円（0.20％）
貸付事業収入
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３月26日開催の評議員会で可決成立いたしました、
令和３年度予算についてお知らせします。

ごあいさつ

長

片

寄

川俣町社会福祉協議会

会

隆 臣

町民の皆様お元気でお過ごしのことと思っております︒私
たちは東日本大震災︑そして原発事故の被害により厳しい生
活を余儀なくされ︑復興を目指し頑張って参りました︒加え
て少子高齢化という社会基盤の変化は︑私たちの日常生活に
も大きな影響を与えてきました︒
そのような中︑高齢者福祉・地域福祉・そして失われつつ
ある地域の絆をどのようにして構築し︑誰もが地域で安全に
安心して暮らせる地域づくりが大切と思っております︒
令和三年は良い年になることを願っておりましたが︑新型
コロナウイルスに脅かされ︑社会生活や経済活動が厳しく制
限され︑不安と恐怖を感じる日々が続いています︒
川 俣 町 社 会 福 祉 協 議 会 は︑﹁ 住 み よ い 地 域・ 幸 せ な 地 域 ﹂
となるよう︑各種地域福祉事業を行ってきました︒それらの
事業実施には多くの町民の方々︑ボランティア団体︑各種団
体の参加と協力をいただいてまいりました︒皆様方にあらた
めて心より御礼申し上げます︒
本会は︑川俣町地域福祉活動計画に基づき
⑴ 地域を支える人づくり
⑵ 誰もがつながり合う仕組みづくり
⑶ 誰もが安心して暮らせる環境づくり
⑷ 地域福祉を推進する連携の体制づくり
の四つを目標に地域福祉を推進してまいります︒
いろいろと難問を抱えておりますが︑町民の皆様と一緒に
なって明るい未来を創るために明日を信じて強い意志と忍耐
力で乗り越えていくことが大切であると考えております︒
﹁誰もが笑顔で元気に暮らせるまちづくり﹂に今後とも皆
様方のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げ︑あいさつと
いたします︒

③

令和３年度

各種募金活動

○防災組織との連携強化

防災体制の充実

すみよし保育園受託運営

○ホームページの定期更新

広報活動

○赤い羽根共同募金の実施
○歳末たすけあい運動の実施

児童・青少年福祉対策

生活支援相談員の配置

事業計画
生活援護事業
○避難者の見守り︑相談対応
○サロンの開催
○町外からの避難者支援

○社協だよりの発行

○各種資金の貸付
○生活困窮者支援
○心配ごと相談・弁護士相談

障がい者福祉対策

○ひとり親家庭への食事券給付
○ひとり親家庭児童入学祝贈呈事業
○親子ふれあい映画鑑賞会
○親子料理教室
○町内遊び場遊具点検

高齢者福祉対策

○避難所体制整備
○災害見舞金交付
○除雪協力員設置事業
○地域防災体験会︵新規︶

○社協会員加入促進

○障がい者へのヘルパー派遣
○重度障がい者タクシー券給付
○障がい者理解の啓発

○情報交換会の開催

各事業の詳細はホームページをご確認ください︒

○福祉団体への助成金交付

福祉団体への協力・育成

財政の強化と充実

○生きがいデイサービス事業
○自立支援ヘルパー派遣
○健康保持事業
○百歳賀寿祝金贈呈事業
○介護者激励金
○ふれあい相談員配置
○高齢者のつどい
○地域ふれあいおたのしみ会
○配食サービス助成事業

○民生委員協議会運営
○学校への講師派遣及び連携

ボランティア活動の推進

○訪問介護事業所の設置︑運営
○ヘルパー利用助成事業
○老人福祉センター運営
○福祉バス運行
○サロン普及支援

○地域づくりネットワーク

○組織体制の強化
○職員の資質向上

○あんしんサポート事業

○福祉ニーズや課題の把握
○地域福祉活動助成金交付事業

○ボランティアセンター運営・強化
○ボランティア団体への協力・支援
○各種講座の開催

○ 生活支援コーディネーター配置事業

介護保険利用者支援
○居宅介護支援事業所運営

令和２年８月11日

令和２年12月14日

川俣Jr.ボランティア講座（ゴミ拾い）

地域ふれあいおたのしみ会

④

お 知 ら せ
弁護士による無料相談会

生活福祉資金特例貸付について

法律に関わる相談を福島県弁護士会所属の弁
護士が相談に応じます。ぜひご利用ください。

新型コロナウイルスの影響による休業や失業等で生活資
金にお悩みの方に対し、生活福祉資金の特例貸付制度があ

なお、電話での事前予約が必要です。

ります。（６月末まで）

日時

令和３年６月16日㈬
9：00〜11：30

場所

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

緊急小口
資
金

受付 電話若しくは申込書で申込をしてくだ
さい。（６月４日㈮締切）
いきいき荘 ☎565−3761
定員 ５名（定員に達し次第受付は終了します。）
費用 無料

【貸付上限額】20万円以内
【据 置 期 間】１年以内
【償 還 期 間】２年以内

【貸付上限額】
世帯構成員が２人以上：月20万円以内

総合支援
資
金

単身：月15万円以内
【貸 付 期 間】３ヶ月以内
【据 置 期 間】１年以内

※新型コロナウイルス感染症
予防対策として、対面での
相談ではなく、相談者はい
きいき荘に来所し、電話で
弁護士と相談になります。

【償 還 期 間】10年以内
※特例貸付に関する申請方法等、ご相談、ご質問がござい
ましたら、川俣町社会福祉協議会までお問い合わせくだ
さい。（☎565−3761）

高齢者総合相談センターのお知らせ
福島県社会福祉協議会では高齢者総合相談センターとして、高齢者やその家族の心配ごと、悩み事に関する
相談を受け付けています。相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。

高齢者総合相談センター職員が対応します。

一般相談

相 談 日：月曜日〜木曜日 午前９時〜午後５時
※祝休日、年末年始を除く。
電話、若しくは面接により対応となりますが、新型コロナウイルスの影響により現在、
電話にて対応しております。

弁護士が対応します。

法律相談

相談内容：遺産相続、遺言、離婚、借金整理、損害賠償、財産管理、成年後見制度などの
法律に関する相談。
相 談 日：５/18、６/15、７/20、10/19、11/16、12/14、１/18、２/15、３/15
午後１時30分〜３時30分（１組30分以内）
電話、若しくは面接による対応となりますが、新型コロナウイルスの影響により電話に
て対応しております。（３月31日現在）

法律相談に関しては

予約が必要

です。

相談・予約

☎024−524−2225

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会（いきいき長寿室）
〒960-8141 福島市渡利字七社宮111

⑤

生活支援コーディネーターからのお知らせ
地域の皆さんの生活ぶりを取材させて頂いて「幸せの達人」という冊子が出来上がりました。各家庭に配布
されているかと思いますので、目を通して自分の地域の参考にして頂けたら幸いです。
今年度も、コロナが終息されない中ではありますが、皆さんの地域へ訪問し、お宝探しと皆さんの生活ぶり
を取材させていただいて、元気に長生きができるような地域づくりを目指していきたいと思います。
「新しい生活様式」を取り入れて、少人数でも集まれるようにサポートしていきます。

「山木屋地区 山木屋いきいきサロン」から千羽鶴が寄贈されました。
「密にならないように」
「お話をしないように」
「サロンの皆さんとどうすれば繋がっていられるか」…
サロンの皆さんが考えて各自自宅で千羽鶴を作りました。避難された時に、多くの人たちに助けられた、
「今、医療従事者の方や町民の方がコロナにかかりませんように」と願いを込めて千羽鶴を折り、出来上
がった千羽鶴を持ち寄り６千羽が完成し、下記６カ所の施設等に寄贈されました。

済生会川俣病院

川俣町社会福祉協議会

特別養護老人ホーム川俣ホーム

済生会川俣光風園

総合南東北福祉センター川俣

済生会春日診療所

ふまねっと運動体験教室のお知らせ
下記の日程で、「ふまねっと運動体験教室」を開催します。コロナ感染防止の関係上、定員16名と
させて頂きます。簡単で楽しい運動ですので皆さんの参加をお待ちしています。
開 催 日：5/26 6/23 7/28 9/22 10/27 11/24 12/22 1/19 2/22 3/23となります。
時
間：10：00〜12：00
場
所：いきいき荘
準
備：動きやすい服装・履物
申し込み：事前に電話等で申し込みください。
定員になり次第締め切ります。☎565−3761

⑥

■対象者
重度身体障がい者の方（身体障害者手帳１種１級・
１種２級をお持ちの方）
■給付枚数
申請月により最大で12枚（1枚500円）
■申請方法
「印鑑」と「身体障害者手帳」を持参のうえ、川俣
町社会福祉協議会もしくは川俣町役場保健福祉課に
設置の申請書で申請してください。
※郵送による申請も受付いたします。
■受付期間
令和３年４月1日から
令和４年３月25日まで

ひとり親家庭の方へ

ご寄附
ありがとうございます

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︒

▷ 株式会社フルカワ様

タクシー利用券 を給付します

食事券 を給付します

■対象者
18歳未満の子どもがいる、ひとり親家庭及び父母
のいない児童の家庭
■給付枚数
親子の人数に応じて1人につき1,000円（500円券2枚）
■申請方法
「印鑑」と「ひとり親家庭医療費受給者証」の写し、
又は対象となる家庭が生活保護受給世帯の場合は
「所得証明書」の写しを持参のうえ、川俣町社会福
祉協議会もしくは川俣町役場子育て支援課に設置の
申請書で申請してください。
※郵送による申請も受付いたします。
■受付期間
令和３年４月16日から令和４年３月25日まで

新 職 員 紹 介

生きがいデイサービス事業の
車輌が新しくなりました

令和３年１月から、
保育園の子ども達の
栄養管理と給食作り
のお手伝いをするこ
とになりました。よ
ろしくお願いいたし
ます。

栄養士

村山 和子
川俣町から委託を受けて送迎サービ
スをしていた車輌が今年度から新しく
なりました。今までの車輌同様に大切
に使用し、利用される方々の「生きが
い」の為に、今後も安全と安心のデイ
サービスを提供していきます。
ご利用に関しては、お気軽に川俣町
社会福祉協議会へご連絡ください。
☎565−3761

一般寄附

▽㈱フルカワ
代表取締役
古川 壮一 様

▽郡山市
村上
浩 様
︵車イス一台︶

神野トシ子 様︵故 新一 様︶

故人の遺志による寄附

▽鶴 沢

島 高沢
信雄 様︵故 春雄 様︶

▽小

島 菅野禎一郎 様︵故 タミヰ 様︶

孝子 様︵故 正芳 様︶

一雄 様︵故 恵子 様︶

善紀 様︵故 善蔵 様︶

▽小

寺島

島 中川

▽鶴 沢

▽小

武藤

丁 三浦キヨ子 様︵故 雅次 様︶

▽鶴 沢

▽中
︵他︑匿名一件︶

重度障がい者へ

高橋 優奈

４月からすみよし
保育園でお世話にな
ることになりました。
保育士という仕事に
誇りを持ち先輩方の
ご 指 導 を い た だ き、
子ども達と一緒に素
敵な思い出を作って
いきたいと思います。

介護士

4月から正職員と
して働かせていただ
くことになりました。
利用者の皆様に精
一杯の支援を行って
いきたいと思います
のでよろしくお願い
します。

保育士

子ども達の成長を
身近に感じながら毎
日楽しく過ごしたい
と思います。
よろしくお願いし
ます。
保育士

渡邉

瞳

佐藤 智之

