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北塩原村社協広報紙

民生児童委員協議会

色んな会長さんに
どんな活動をしているのか

小椋章雄 会長

門

地域の皆様が安心して暮ら
せる地域づくりを目指し、
「最も身近な相談相手」と
して活動しています。生活
する上での困りごとがあり
ましたらご相談ください。

耳 いてみた︕
老人クラブ連合会

身体障害者福祉会

健康・友愛・奉仕を信条と
して活動しています。各地
区の長寿会では、グラウン
ドゴルフやスポーツ民踊な
どを行い、積極的に介護予
防を推進しています。

障がいをお持ちの方であれ
ば、どなたでも会員になる
ことができます。県が主催
するスポーツ大会や福祉大
会などに参加し、自立と厚
生のために活動しています。

赤十字奉仕団

日赤北塩原村分区有功会

赤十字の活動を支えるボラ
ンティア団体です。炊き出
し訓練や救急法の普及等、
赤十字の人道的事業を推進
するために「奉仕の心」を
忘れずに活動しています。

社資・献血・業務で赤十字
に対し多大な尽力をされた
方々で組織する団体です。
赤十字思想の普及を図るこ
とを目的に「仲間づくり活
動」を実施しています。

五十嵐好江 会長

渡部武彦 会長

佐藤正義 委員長

熊本地震
義援金募集

①郵便振替

口座番号 00130-4-265072
加入者名 日赤平成28年
熊本地震災害義援金

東條録 会長

②銀行振込

東邦銀行 南福島支店 普通預金
口座番号 612650
口座名義 日本赤十字社福島県支部

上記のほか、社会福祉協議会窓口でも受け付けております。
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居宅介護支援係 0241-28-3755
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この広報は、皆様からお預かりした会員会費を財源に発行しています。

社会福祉協議会が事務局を受託している団体では、今年度こんなことをします。

民 生児童委員協議会
委員定数16名

予算：1,144,000円

定例会の開催（毎月）
活動報告や、困難事例があった
場合委員で解決方法を話し合い
ます。

研修会への参加
県などが主催する研修会に参加
し、日々の活動に必要な知識を
身に付けます。

困りごと相談の受付（随時）
皆様が普段生活するうえでの困
りごとがあった場合、解決でき
るようにお手伝いをします。

訪問活動
高齢者世帯等の安否確認の訪問
等を行います。

定例会の様子

民生児童委員には「守秘義務」があり、
皆様からお話しいただいた内容を外部に漏らすことはありません。

老 人クラブ連合会
会員数187名

予算：1,568,000円
研修の実施
各地区の代議員・若手委員合同での
研修を実施します。

奉仕活動
地域内の美化活動に取り組みます。

会員増強運動
魅力的な事業を行い、一緒に活動す
る仲間を増やします。

各地区長寿会活動の支援
みなさんが元気に活動できるように
心を込めて支援します。

「忙しさ」こそ究極の介護予防
研修の様子
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老人クラブ連合会では、一緒に活動
する仲間を募集しています。各地区
の長寿会長までお問い合せください。

身 体障害者福祉会
会員数59名

予算：337,000円

県身体障がい者グラウンドゴルフ
大会への参加
健康づくり・親睦を深めるために参加します。

県身体障がい者福祉大会への参加
毎年開催されており、著名人の講演なども行
われます。

研修の実施
毎年1泊2日で実施しています。
障がい者の自立と厚生を目的に活動しています。
障がいをお持ちの方であればどなたでも会員と
なることができますので、詳しくは社会福祉協
議会事務局まで。

研修の様子

赤 十字奉仕団
会員数60名

予算：310,000円
合同救援活動訓練
万が一の災害に備え、炊き出し訓練や
救急法の講習会を実施します。

福祉バザー
収益金は、全て国内外で発生した災害
義援金として送金します。

弁当配達
ひとり暮らし高齢者へ、年３回無料で
お弁当を届けます。

日赤記念碑清掃
五色沼駐車場に建っている記念碑の清
掃を行います。
赤十字奉仕団では、一緒に活動する団員を
募集しています。
詳しくは社会福祉協議会事務局まで。

炊き出し訓練の鍋

日 赤有功会
会員数25名

予算：73,100円

赤十字事業への功労者で組織されている団体です。
仲間づくりを推進します。

日赤会津地区有功会運営への協力
村分区有功会として、事業運営に協力します。

赤十字活動の普及
赤十字についての理解を深め、仲間づくりを
推進します。
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地域

ちょっと

包括支援センター

本年４月より、地域包括支援センターは

おじゃま します。

社会福祉協議会が運営することとなりま
した。そこでまずは、皆様に職員の顔を
覚えてもらう為、各家庭へご挨拶に伺わ
せていただきたいと思います。
嫌かもしれませんがどうぞ宜しくお願いします。

まずは

係作り
関
る
え
見
の
顔

から始めさせてください。

要介護認定？

介護保険？

ヘルパー？

ユニット型？ デイサービス？

グループホーム？

福祉用具？

成年後見？ 生活支援コーディネーター？
生活保護？

ＤＶ？

権利擁護？

認知症？
サ高住？

総合支援事業？
負担限度？

インフォームドコンセント？

皆様の知りたい情報をお届けします！

なんでもご相談ください。
地域包括支援センターは、皆様の なんでも相談窓口 です。もちろん秘密は厳守します。

２８－３７６６
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担当

松崎 佐々木

ネ
居宅介護介護支援係
ケアマ
ますか ？
っっ
てて
ますか

知

こな
んな
こん

サービス

訪 問 介 護

今月も介護保険で利用できる便利なサービスにつ
いて案内します。住み慣れた家で生活の手助けを
する訪問介護です。
訪問介護
訪問介護員が決まった時間に訪問しますので
普段通りの生活の中でサービスを受けること
が出来ます。
調理

洗濯

身体介護・・食事介助、入浴、排泄などのか
らだに触れて行うサービス。
生活援助・・調理、洗濯、掃除などの生活の
お手伝いをするサービス。

掃除
ゴミだし

配下膳
衣類の整理

※制度の中でご要望に合わせながらサービス
を利用する事が出来ます。

＊要支援・要介護認定の方が1割負担にて御利用出来ます。

介護でのご相談は、いつでも遠慮なくご連絡ください 居宅介護支援係（岩下・鈴木・松崎）

ー
訪問介護係
ヘルパ
若葉の緑が日ごとにすがすがしく感じられる季節になりましたね。
しかし、まだまだ気温が低い日もあるので、体調管理に気を付けて過ごしてください。
先日、利用されている方よりこんな質問がありました。

Q

最近、食事の時にむせることが多いのだけど、入院していた時のような、きざんだお
かずは作ってもらえるの？

Ａ

利用者様が食べやすいように調理します。水分や味噌汁等にトロミを付けたり、
おかずを一口大にしたり刻んだりすることも出来ますので、ご相談ください。

「こんなことはどうなのかな？」と疑問のある方は、訪問介護係 までお気軽にお尋ねください。
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花見ドライブ

ービス
デイサ通所介護係

デイサービスでは4月末、花見ドライブに行ってきました。１年に１度の桜と水芭蕉を満喫しました。

端午の節句 魚釣り大会！！
端午の節句の恒例行事、魚釣り大会を開催しました。利用者のみなさん、一生懸命たくさんの魚を釣り
上げていました。その日にもっとも多く釣り上げた１～３位の方に、鯉のぼりの形をしたメダルをプレ
ゼントしました。

交通安全教室
今回の交通安全教室は、実際に横断歩道を渡っているかのように体験できるシミュレーターの「わたり
ジョーズくん」という大きな装置を使って、利用者のみなさんに安全歩行のコツや横断の際の注意点を
学んでいただきました。
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クマにご注意！!
クマは警戒心が強く、自分から人には近づかないと言われています。
しかし、最近では環境の変化により、エサを求めて人里まで出没することが増えて
います。クマに遭遇し、被害に遭わないためにも、次のような対策をお願いします。

○クマに出会わないために
・クマの目撃情報があった場所には近づかないようにしましょう。
また、クマは夜行性なので、夕方から朝方にかけては特に注意して下さい。
・クマの足跡や木の皮を剥いだ後を見つけたら、その場から離れましょう。
・ラジオやクマ鈴、笛などを持ち、自分の存在をクマに知らせるようにしましょう。
また、なるべく複数で行動しましょう。
・子グマの傍には親グマがいることが多いです。子グマを見つけても絶対に近づかず、
その場を離れましょう。

○クマに出会ってしまったら
・遠くにクマを見つけたら、慌てずにその場を立ち去りましょう。大声を出したり、物
を投げて刺激してはいけません。
・突然出会ってしまったら、クマから目を離さないようにしながら後ずさりで距離を取
りましょう。できれば立ち木などの障害物を間に挟んで突進されるのを防ぐのが良い
です。
・死んだふり、木に登る、背中を向けて逃げるのは、まったく意味がなかったり、かえ
ってクマを興奮させるのでやめましょう。

○クマの対応について
・目撃した場合
北塩場村役場 農林課
・ケガをした場合
救急車要請 １１９番
お問い合わせ先

連絡先

喜多方消防署
北塩原分署

０２４１－２３－１３３４

０２４１－２２－６２１１
０２４１－３２－２０２０
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善意のひろば
Ｈ28.4.16～Ｈ28.5.15

行事予定
6/14

民協役員会
（デイサービスセンター）

御遺志

6/17

千葉

健一

様（谷 地）

故 千葉

シズコ

様

鈴木

和夫

様（大 塩）

故 鈴木

善衛

きたしおばら芸能交流会・福祉バザー
（裏磐梯自然環境活用センター）

6/21

合同救援活動訓練
（デイサービスセンター駐車場）

様

ご厚情ありがとうございました。

新入職員（事務局）
榎本智美 （えのもと ともみ）

米寿祝
6/7

五十嵐

信子

たくさんの方々に助けて頂き、子
育てをしてきました。皆様に少し
でも恩返しができるように努めま
すので、よろしくお願いします。

様（大 塩）

おめでとうございます。

ひとり親のための就職相談会

県内にお住まいのひとり親家庭の方を対象に開催される就職相談会です。

内容

開催場所（会津地区）

①求職登録受付
②求人情報閲覧
③就職活動の進め方、履歴書添削など

相談会概要
開催時間
相談時間
１日定員

10：00～15：00
1人あたり60分以内
4名（申込先着順）

開催日（会津地区）
偶数月の第２木曜日

6月9日
12月8日

8月4日
2月9日

10月6日

会津保健福祉事務所
（会津若松市追手町7-40）

申し込み方法
事前予約が必要です。
メール、電話、申込書郵送で受け付け。
申込書は村社会福祉協議会にございます。

予約・問い合わせ
福島県母子家庭等就業・自立支援センター
TEL 024-521-5699
FAX 024-521-5663
mail boshi@fukushimakenshakyo.or.jp
〒960-8141 福島市渡利字七社宮111

福祉の仕事相談会

予約
不要

求職登録や資格取得等の相談会です。「福祉の職場で働きたい！」という方は是非！

開催日（会津地区）10︓00～15︓00
原則第１水曜日

開催場所（会津地区）
会津若松市社会福祉協議会（会津若松市追手町5-32）

6月1日 7月6日 8月3日 9月7日
10月5日 11月2日 12月7日
1月5日 2月1日 3月1日
ほったやまつうしん６月号

問い合わせ
福島県社会福祉協議会 人材研修課
TEL 024-521-5662
平成28年5月27日発行

