６ ほったやまつうしん
vol.54

北塩原村社協広報紙

出前お茶会

in曽原狐鷹森改善センター
新たな取り組みとなる「出前お茶会」。

職員にとってはとても勉強になる話ば

曽原狐鷹森改善センターにて、第１回

かりでした。

目を開催しました。

今後も各地区で開催する予定です。

曽原地区と狐鷹森地区にお住まいの６

日時や場所については、ほったやまつ

名が、お茶飲みに来てくださいました。

うしんやホームページで随時お知らせ

話題は、山菜取りや五色沼の話などで、

いたします。

金 婚夫 婦表 彰
申込受付中
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社会福祉法人

北塩原村
社会福祉協議会

こののぼりが

目印です

今年該当する方は、昭和４２年にご結婚されたご夫婦です。
表彰は、９月に開催予定の村敬老会席上にて行う予定です。
申し込みは、各地区長寿会長または社協事務局まで。
〒966-0402
福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518-93
mail day01@vill.kitashiobara.fukushima.jp
H P http://kitashiobara-shakyo.or.jp

地域福祉係 0241-28-3757
訪問・通所介護係 0241-28-3756
居宅介護支援係 0241-28-3755
地域包括支援センター 0241-28-3766
ＦＡＸ(共通) 0241-33-2070

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：1,107,000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

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191名

予算：1,587,000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
ボーリング大会

❶ほったやまつうしん6月号

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57名

予算：325,000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
団員数62名

予算：460,000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。

手作りの弁当配達
ひとり暮らし高齢者へ、年６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。

福祉バザー

日 赤有功会
会員数27名

予算：78,600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

包括支援センター

とある日のこと。同僚の大竹から「桧原のかりん
とうがうまい」という情報を入手。…ほほぅ。
そんな話聞いたら、もちろん行きますよね！

吉田フミコさん、外島トシ子さん、伊藤重子さん
にお話を伺ってきました。

材料

子供のために作られたお菓子

・小麦粉（強力粉）※天ぷら粉でも可
・きなこ ・すりごま ・いりごま
・砂糖水 ・油

このかりんとう、実は「寒い冬でも、子供たちに

それぞれ分量は目分量！

おいしいお菓子を食べさせたい…」そんな優しい

①まぜる

気持ちから生まれたお菓子なんです。

小麦粉・きなこ・すりご
ま・いりごまに砂糖水を
加え、混ぜ合わせます。
油を少し加えると、後で
切るのが楽になるみたい。

や姑から伝えられ、郷土のお菓子として浸透

密閉すれば長期保存も可能なんだそうです。実母

②こねる
ひたすらこねる！どれく
らいこねるのかは､生地が
いいあんばいになるまで。
そこは名人の感覚。そう
簡単に技は盗めません。

③切る

これぞまさに「地域の宝」
毎年早稲沢地区で開催されている「熊まつり」で
販売すると、すぐに完売してしまう大人気ぶり。
個人的に「物産館とかで売ればいいんじゃないか
な～」なんて考えちゃいました。
最後に、恒例の質問！

みなさんにとって「かりんとう」とは？
思いやり

生地を２時間ほど冷やす
と、生地の粘りけが無く
なって切りやすくなるん
だそうです。
厚さは２～３mm。

④揚げる

うまーーっ！！

重子さん

３名人、どうもありがとうございました！！

出前お茶会開催予告

小野川

あぁ、これは絶対におい
しいやつだ…。
ついついつまみ食い。

親心

トシ子さん

早稲沢

⑤完成

フミコさん

思い出

谷 地

サラダ油で揚げます。
ポイントは、油を加熱し
すぎないこと。
もうすでに、いい香りが
漂っています。

❸ほったやまつうしん6月号

したそうな。

６月１９日（月）
10：00～12：00

集会所にて

６月２０日（火）
10：00～12：00

集会所にて

６月２１日（水）
10：00～12：00

集会所にて

ネ
ケアマ居宅介護支援係
ばあちゃんよ～。だんだん医者さ行がんなんねな～。
なじょして行ぐべ。バスもあっけっちょ、タクシーの方が
楽だべなあ。んだけど、ひとりで病院もこえなあ。
誰か一緒にいてくれっと安心すんだげっちょな～。

なんかいい方法ねぇがな～。
の
ケアマネ

おすすめ

カイゴ タクシー

介護タクシー

介護認定を受けている方が外出する時には「介護タクシー」と呼ばれるサービスがあります。
介護保険で利用する事ができ、見守りや介助を受けながら通院や外出をして用事を済ませる
ことが出来ます。公共交通機関の利用がむずかしい方や家族では送迎が難しい介護度の高い
方を対象としており、介護が必要な方が安全に気持ち良く利用出来る移動手段として介護タ
クシーは注目されています。

いい事聞いだ！

でも、誰でも使えんのがよ？

以下の条件を全て満たしていれば介護保険で利用する事ができます
自宅で生活している方

要介護１以上（要支援では全額自己負担）の認定を受けている
ケアプランに介護タクシーの利用が盛り込まれている

1人で公共交通機関(バスや電車）
を利用する事が出来ない

介護に関するご相談は、居宅介護支援係まで

Q

車椅子で段差を越える時、
なかなか上がらな
いんだけど…何か方法ある？

Ａ

ティッピングレバーを踏みながら移動すると
少しの力で越えられます。

車椅子の車輪の近くにティッピングレバーという『 棒 』が
あります。踏みながら前を浮かせるといつもより軽い力で
前輪を持ち上げる事が出来ます。階段などの段差が2段以
上あるところでは、
一人での操作は難しいので、近くにいる
人に協力してもらってください。

ー
ヘルパ
訪問介護係
車椅子の名称
ハンドル

→

前に進む
ティッピング
レバー

前輪

後輪

→

山に緑が増え、清々しい季節がやって来ましたね。
気温の変化が大きいので体調管理に気を付けて過ご
してください。
先日、訪問先のご家族よりこんな質問がありました。

℡0241-28-3755 （鈴木・岩下）

ティッピングレバーを踏む

段差越えの方法
1.正面を向き、前輪を段差に直角に近づける。
2.介助者はティッピングレバーを踏み、前輪を持ち上げる。
3.前輪が浮いたまま前進して、前輪を段差にのせる。
4.後輪が段差についたら、ゆっくりと前進し段差に後輪を
のせて、そのまま前進する。

「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。
ほったやまつうしん6月号❹

桜が満開お花見ドライブ

ービス
デイサ通所介護係

今年もお花見ドライブに行ってきました。ドライブのコースは、塩川町の「御殿場公園」、
熱塩加納町の喜多の郷「蔵の湯」。満開の桜を堪能しました。

端午の節句の恒例行事
今年も魚釣り大会を開催しました。初めての方も去年やったことがある方も元気に楽しく魚を
釣っていました。

❺ほったやまつうしん6月号

冬期間使用した薪ストーブの
メンテナンスを忘れずに行いましょう！！

今年の冬、喜多方消防本部管内で、薪ストーブを原因とする火災が２件発生
しました。いずれもメンテナンスの不良が原因で火災に至りました。
シーズン終了後のこの時期に点検・清掃を行い火災を予防して下さい。

●煙道火災を予防しましょう！

◆煙突内に煤やタールがたまらないように点検、清掃を実施しましょう。
（煤が３ｍｍ以上付着している場合は、煙突の清掃が必要）

◆煙突内から金属音やひび割れ音が発生した場合は、火災になる危険性が高いので
点検をおこなってください。

●シーズン終了後のメンテナンス！
・ストーブ：ドアの密閉度の確認と調整・清掃等の補修 等
・煙

突：点検及び清掃・腐食部品の交換 等

※設置した薪ストーブの取扱説明書を確認し、適切なメンテナンスを行いましょう！
不明な点は、ストーブの設置業者や販売店に相談してください。

住宅用火災警報器を、設置し適切に維持管理しましょう！
「いざ」というときのため、月 1 回の点検をしましょう！
◆警報器の寿命は、約１０年です。設置後に１０年が経過する前
に、新しいものに取り換えてください。
（製造年月日は本体に記載）
（例）ボタンを押すタイプ
お問合せ先

喜多方消防本部消防課 ２２－６２１３
喜多方消防署
２２－６２１１
北塩原分署
３２－２０２０
ほったやまつうしん５月号❻

厚生労働省委託事業

善意のひろば
Ｈ29.4.16～Ｈ29.5.15

御遺志
穴沢

奈美

故 穴沢 芳允

様（松陽台）

様

ご厚情ありがとうございました。

行事予定
6/9

社協会長杯グラウンドゴルフ大会
（いこいの森グリーンフィールド）

6/23
6月上

１５歳～３９歳までの方で、就業を目指す方の就
職に向けたお手伝いや、就職後の職場定着に向け
たフォロー、キャリアアップのためのサポートを
行う就労支援施設です。利用料は無料。一人ひと
りの状況に応じて継続的な支援を行います。

就職を目指す方へ！

合同救援活動訓練
（デイサービスセンター駐車場）

個別相談・職場体験・各種講座（パソコン・

社会福祉協議会理事会

ビジネスマナー・コミュニケーション・自己分析
・応募書類作成・面接練習等）

（デイサービスセンター）

6月下

会津地域若者
サポートステーション のご案内

社会福祉協議会評議員会
（デイサービスセンター）

就職した方へ！
（この施設を経て）

はじめまして。

個別相談・懇談会・
各種講座（ビジネスマナー等）

おぐら えりか

小椋 永里加
地域福祉係
主事
平成29年5月1日入社

会津地域若者サポートステーション
TEL 0242-32-0011
mail info@job-sapo.com

月〜水・金曜日／9：00〜18：00
木曜日／9：00〜19：00
土曜日／10：00〜16：00

北塩原村の豊かな自然と地域の方の温かい人柄が大
好きです。生れ育った村に貢献出来るよう努めてま
いります。趣味は花や野菜を育てることですが、ビ
ギナーです。見かけた際は是非声をかけてください。

平成28年度社会福祉協議会
「賛助会員」のご報告 （順不同）
有限会社栗村石材 様

10,000円

有限会社吉川工務所 様

10,000円

藤田建築 様

10,000円

さくら小学校 様（村外個人）

2,000円

有限会社加勢製材所 様

10,000円

裏磐梯小学校 様（村外個人）

2,000円

株式会社裏磐梯高原ホテル 様 10,000円

第一中学校 様（村外個人）

7,000円

休暇村裏磐梯

10,000円

裏磐梯中学校 様（村外個人）

2,000円

10,000円

匿名（村外個人）

2,000円

様

株式会社高橋建設 様

会津よつば農協北塩原支店 様 10,000円

ご厚情誠にありがとうございました。
ほったやまつうしん6月号

平成29年5月26日発行

