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②

じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金運動が
10月1日〜12月31日
始まります
10月１日より「赤い羽根共同募金」運動が全国一斉に始まりました。
共同募金は誰でもできるボランティアです。皆様のご協力よろしくお願いいたします。

2,900,000円

令和３年度目標額
赤い羽根共同募金

募金
方法

1,850,000円

歳末たすけあい募金

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

1,050,000円
戸別募金として、

600

1世帯につき
円
(赤い羽根400円、歳末200円）
※10月から実施しますので、
各世帯からのご協力をお願いいたします。

「赤い羽根共同募金」募金箱を町内に設置しています
町内の商店や公共施設等のご協力のもと募金箱を設置しています。
「赤い羽根共同募金」は自分の町をよくするしくみです。たくさんの方々に「赤い羽根共同募金」
を知っていただきご協力をお願いいたします。

10月9日にJr.ボランティアによる街頭募金実施予定
10月９日㈯、Jr.ボランティア講座に参加する小学生が街頭募金活動を実施する
予定となっております。街頭募金活動の前に「赤い羽根共同募金」について学習し、
その後募金活動を行います。皆様からのご協力をお願いいたします。

地域で集めた募金は地域で使われます
◇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

R２年度親子料理教室

R２年ふれあい・いきいきサロンの活動支援

皆さんからご協力いただいた募金の約６割は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。）

③

地域防災体験会を開催しました
令和３年７月10日㈯、川俣町老人福祉センター「いきいき荘」にて地域防災体験会を感染症対策を徹底
して開催しました。伊達地方消防組合南分署より遠藤富雄署長始め３名の署員を講師としてお招きし、防災
についての講話や、避難訓練、消火訓練等、有事の際に役立つことについて学びました。
その後、社協職員はセンター内外にある防災資材の確認、参加者の方々は炊き出し訓練として、カレーラ
イスを作りました。
今回は各関係機関とのつながりを強化し、互い
に協力できる関係を構築するという目的もあり、
参加者をJr.ボランティア講座の参加者や、各施
設の職員、社協職員、センター利用者を対象に事
業を実施しました。今後も継続して開催し、地域
の方々との関係づくりを強化していきます。
事業実施に際し、認定NPO法人難民を助ける
会（AARジャパン）様、NPO法人FUKUSHIMA
いのちの水様、中村 伸様より物資の協力をいた
だきました。誠にありがとうございました。

川俣Jr.ボランティア講座を開催しています
福祉に関する体験を行うことで福祉やボランティアへ関心を持つ「きっかけ」をつくるため、
４回実施する講座のうち感染症対策を徹底して３回の講座を開催しました。

第１回
地域防災体験会

第２回
手話教室

第３回
長寿山清掃活動

７月10日㈯

８月７日㈯

９月11日㈯

今年度第１回目は上記でも記
事にしている、
「地域防災体験
会」に参加しました。

第２回目は町内のボランティ
ア団体として活動している「手
話サークルきのこ」より、飯野

第３回目は小島地区にある長
寿山の清掃活動を行いました。
登山口から山頂までのゴミ拾い

施設での避難訓練やタンク車
の放水訓練、炊き出しの体験等、

栄子氏、橋本綾子氏を講師とし
てお招きし、手話の体験を行い

を行い、菅野善左衛門氏から山
頂に作られた鐘について講義を

普段は体験できないことを体験
し、とても充実した時間となり
ました。

ました。
自己紹介や「Believe」の手
話コーラスを体験し、手話に対
し、関心を深めました。

受けました。
景色を楽しみながらの活動に
とても充実している様子でした。

第４回目は、10月９日㈯に開催予定です。

④

生活支援コーディネーター通信
「新しい生活様式」
を取り入れて サロンや
を取り入れて、サロンや
活動に参加しましょう。

マスク着用 を

実施しています

消 毒を

換 気を

おこなっています おこなっています

手洗い を

手指の消毒 に

実施しています

ご協力ください

感染予防をして活動しているサロンの紹介
ロン
か福沢サ

さわや

世界に１つしかない香り

サロン
お出かけ

ハッピディ

集まるきっかけを作り元気な姿を見て安心し
帰って行きます。

世界に 1 つしかない香りを皆さんで作りました。
お互いの香りで癒しになっていたようです。

社協のバスを利用し少人数でお出かけサロン
社協のバスを

中丁仲よし会サロン

大綱木ふれあいサロン

ふまねっと
運動の紹介
ネットを踏まないで歩く
簡単な運動です。みんなで
体験してみませんか。
問い合わせ「いきいき荘」 ☎024-565-3761

⑤

高齢者のつどい参加者募集
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から参加人数を
分散し、２回開催します。皆様ぜひご参加ください。
令和３年11月 ２ 日㈫
令和３年11月11日㈭
午前９時〜午後４時
【場 所】飯坂温泉「飯坂ホテルジュラク」
【対象者】75歳以上の一人暮らし高齢者
【定 員】各回先着25名
（つどいへの参加は一人１回のみとします。）
【参加費】1,000円
【申込み】10月20日㈬まで電話で申込み
【申込先】川俣町社会福祉協議会 ☎565−3761
※新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合が
あります。

きれいなお花
ありがとうございます

【日 時】第１回目
第２回目

皆さまぜひご参加ください

川俣南小学校、特別支援学級のみなさ
んが、今年も「いきいき荘」に自分たち
が植えたマリーゴールドとサルビアのプ
ランターをプレゼントしてくれました。

地域ふれあいお楽しみ会を開催しました
町内の高齢者を対象とした「地域ふれあいお楽しみ会」を開催しました。この事業は４回の開催を予定
しており、そのうち２回を下記のとおり「いきいき荘」で開催しました。
令和３年７月29日㈭は栄養教室として、講師に森永乳業㈱東北支店郡山営業所の山田直美
栄養士と高山瑞穂栄養士をお迎えし、食事を通した栄養について学びました。
参 加 者 が お 帰 り の 際、
ＡＡＲジャパン・生活支
援コーディネーター・生

第1回

活支援相談員が作成した
お弁当を持ち帰っていた
だきました。

令和３年９月３日㈮は簡単アロマづくりとして、講師に大槻聡子氏をお迎えし、アロマスプ
レーを作成しました。参加者の皆さんはラベンダーやペパーミントなどの香りがするオイル
を配合し、自分だけのアロマス
プレーを作成し、大変喜んでい
ました。
第１回と同じく、参加者がお
帰りの際にはＡＡＲジャパン・
生活支援コーディネーター・生
活支援相談員が作成したお弁当
を持ち帰っていただきました。

第2回

今後第３回を令和３年11月５日㈮、第４回を令和３年12月３日㈮に予定していますので、皆様の
ご参加をお待ちしております。
（第４回については定員残りわずかとなっております。
）

⑥

ご寄附
ありがとうございます

附

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︒

寄

隆臣 様

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。
なお、事前予約が必要です。
【日 時】令和３年11月17日㈬
午前９時00分〜11時30分
【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
【受 付】電話若しくは申込書で申込みをしてくだ
さい。（11/12㈮締切）
いきいき荘 TEL：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
※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。
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弁護士による無料相談会

生きがい活動支援デイサービスを
利用しませんか
【利用対象者】
60歳以上の要介護認定を受けていない方で、一人
暮らしの方、高齢者世帯の方、また、日中一人とな
る方
【利 用 時 間】
毎週火・水・木曜日 午前10時〜午後3時
【利 用 内 容】
食事の提供・ドライブ・入浴・健康チェック・季節
の行事・誕生会など
【費
用】
１日800円（弁当、おやつ、入浴代込）
※自宅から「いきいき荘」までの送迎をしますので、
利用を考えている方はお気軽に川俣町社会福祉協議
会へお問合せ下さい。（☎565−3761）

社会福祉協議会職員募集
保育士（臨時）
保育士資格及び幼稚園教諭免
許保持者（取得見込を含む）
■勤務時間 7：00〜19：00の間で7.75ｈ
■休
日 基本土曜、日曜、祝日
（交代で勤務の可能性有）
夏季休暇、年末年始
※年間休日120日

ホームヘルプ事業

すみよし保育園

■募集職種
■応募資格

■募集職種
■応募資格

介護員（臨時）
60歳未満（定年が60歳の為）
介護職員初任者研修（旧：ホ
ームヘルパー２級）以上
■勤務時間 7：00〜19：00の間で7.75ｈ
■休
日 基本土曜、日曜、祝日
（交代で勤務の可能性有）
夏季休暇、年末年始
※年間休日120日

■待
遇 社会保険完備、賞与年２回、昇給有、通勤手当、超過勤務手当、介護員のみ処遇改善手当
■選 考 方 法 書類選考・面接
■受 付 期 間 随時募集しております。
■申 込 方 法 履歴書、資格書の写しを川俣町社会福祉協議会へ提出してください。
■問い合わせ 川俣町社会福祉協議会 ☎024−565−3761

