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北塩原村社協広報紙

誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざして
輝かしい新年を寿ぐとともに、皆様方にお
かれましてはご家族お揃いで健やかに新春を
お迎えのことと心からお慶び申し上げます。
また、日頃より当会にお寄せいただいてお
りますご支援・ご協力に対しまして厚くお礼
申し上げます。
さて、昨年を振り返りますと、平成２９年
の社会福祉法改定の余波が続き、非常に慌た
だしい１年でございました。
当会といたしましては、住み慣れたこの村
でいつまでも元気に生活していくために、地
域の支え合いを推進する「生活支援コーディ
ネーター」を配置いたしました。
また、地域包括支援センターでは各地区の
集会所にて開催した「出前お茶会」にて「認
知症サポーター養成講座」を実施し、大変ご
好評をいただいたところであります。
本年も地域福祉の原点であります「地域を
知る」ということに重きを置き、皆様のもと
へ職員が出向いて参りますので、温かく迎え
入れていただければ幸いに存じます。
デイサービス・ホームヘルプサービスの介
護保険事業では、運動機能の維持・向上のほ
か利用者様やご家族に満足していただけるサ
ービスを提供できるよう努力して参ります。

平成３１年１月
社会福祉法人

北塩原村社会福祉協議会
会長 髙橋光秋

社会福祉協議会では村から委託を受け、高齢者世帯や身体障がい者世帯の除雪サー
ビスを実施します。冬の作業に向けて作業員を募集しています。毎日の仕事ではあ
りませんが、必要の都度作業をしていただくようになります。詳しくは事務局まで
お問い合わせください。

除雪作業員
募集中！
！
発行・編集

社会福祉法人

ケアマネジャーは、常に利用者様やご家族
の気持ちに寄り添い、適切な介護保険サービ
スが受けられるよう、心をこめてお手伝いを
させていただきます。
それぞれの業務は違いますが、全ての部署
・職員が「誰もが安心してくらせる地域づく
り」をめざし職員研修を増やすなど、地域福
祉の質を落とすことのないよう努めて参りま
す。
本年５月１日には皇太子様が天皇に即位さ
れ、新年号に改められます。福祉業界に限ら
ず、めまぐるしく環境が変わる１年になるこ
とが予想されます。
当村においても少子高齢化、人口減少など
問題は山積しておりますが、村当局の指導を
賜りながら、関係機関との連携を強化し事業
を展開して参ります。
「皆様に愛される社協」を信条に、本年も
役職員一丸となってより一層精進して参りま
すので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げ、年頭の挨拶といたします。

北塩原村
社会福祉協議会

〒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。
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赤十字奉仕団ひとり暮らし高齢者弁当配達
赤十字奉仕団による今年度最後の弁当配達サービス。今年は活動の取材や活動回数も増え、認知度も注目
度も上がりました。いつも愛情たっぷりの手作り弁当をありがとうございます。

ニュースポーツ指導員出前講座
専門講師を招き、スカットボールとカーリンコンの競技方法について勉強をしました。高齢者だけでなく
子どもも一緒に楽しめそうです。参加者は「長い冬でも元気に身体を動かしたい」と意気込みました。
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ひだまりくらぶ「秋のお散歩」
１１月２２日、ひとり暮らし高齢者の方と秋の散歩に行ってきました。初めて会う方、久しぶりに再会し
た方、あれもこれもと話が尽きずみなさんの笑顔が溢れた時間となりました。

30年度

平成

歳末たすけあい募金

ご協力ありがとうございました

配分結果

総額 404,500円

１１月に実施した歳末たすけあい募金は、全額地域のたすけあい運動に活用されます。１２月１１日に行
われた歳末たすけあい配分委員会において配分委員（民生児童委員）の話合いにより下記のとおり配分決
定となりました。

一人暮らし高齢者見舞金
3件 15,000円

母子家庭見舞金
1件
5,000円

保育園へ配分
1件 40,000円

障がい児者見舞金
2件 10,000円

療育手帳保持者見舞金
1件
5,000円

高齢者世帯へ日用品配布
130件 148,500円

生活困難世帯見舞金
9件 91,000円

村内福祉施設へ配分
2件 40,000円

高齢者と幼稚園児交流
2件 50,000円
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で
写真 返る
振り

出前お茶会

お茶飲みしながら認知症サポーター
養成講座を開催しました。

１１月５日

上川前

１１月６日

谷地

１１月７日

小野川

１１月１２日

大塩

１１月１３日

秋元

１１月１９日

関屋

１１月２０日

北山

１１月２１日

剣ケ峯

地域包括支援センター

休日
相談窓口
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１月１２日（土）

次回は

２月９日（土）

電話・来所での相談を
受け付けております。

「リフレッシュできたよ〜！楽しかった！ありがとう！
！」

みなさまからの声で、凄腕ケアマネジャー は成長します。

１１月に開催した「家族介護者リフレッシュの会」の報告です。
今回はあまり遠出せず、ゆっくりとリフレッシュしていただきました！！

家族介護者

リフレッシュの会

みんなでおしゃべり
カラオケ
素敵なフレンチ

in裏磐梯レイクリゾート

2018.11.20

かんぱ～い！！

ん～ビールおいしそう！

肉！ニク！ONIKU～！！

カラオケでストレス発散！

すばらしい景色です！

おいしい料理に会話もはずみます。

の

楽しんだも

介護保険に関するお問い合わせは、
介護保険に関するお問い合わせは、
居宅介護支援係
居宅介護支援係
まで（鈴木・小林）
まで（鈴木・岩下）
訪問介護サービスでは、
「できること」
と
「できないこと」があります。

「これはできる？」その疑問 敏腕ヘルパー がお答えします！
【相談者】
ハルさん(仮名) 88歳 女性 ひとり暮らし
ヘルパー利用中 料理が好き だった

今でこそ調理はヘルパーさんにお願いしてい
るけど、昔はお料理が好きだったのよ。
私が作るおせち料理は、近所でも評判だった。
懐かしいわね～。
ねぇヘルパーさん、今度来たときはおせち料

ごめんなさい！

できないんです！
「正月、節句等のために
特別な手間をかけて行う
調理」は、介護保険法で
できないことになってい
ます。
申し訳ないです…。

理を作って、お重に詰めてくれないかしら？
訪問介護（ヘルパー）に関するお問い合わせは、訪問介護係まで（小椋）
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今月もたくさんの方においでいただきました！
また、毎年恒例のイベント「お楽しみ会」も開催！

11月29日

12月6日

みなさんのとても素敵な歌声に感動！
すばらしい時間をありがとうございました！

楽しい紙芝居の後は、お二人の美声を堪能…。
ありがとうございました！

北山ふれんZU様

12月10日〜15日

お楽しみ会

前後良三様、遠藤和夫様

今年はクリスマスツリーの飾り付け、職員によるハンドベル、太極拳の体験
などを楽しんでいただきました。おやつはもちろんクリスマスケーキ！

11月26日〜30日
今年も大塩の
「新そば」
を
いただきました！
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五十嵐衛さん、高橋善美さん、五十嵐惣八さん、ご馳走様でした！

年末年始火災特別警戒！
《期日 平成３０年１２月１４日 ～ 平成３１年１月１０日》
消防本部及び消防団では、火災が発生しやすい時季を迎え、圏域内住民及び事
業者に対する防火意識や火災予防の徹底を図るため、圏内の巡回広報と警戒、
スーパーや家電量販店など、大規模で人の出入りが多いところへの防火指導な
どを実施します。
平成３０年度

防火ポスターコンクール

特選作品

北塩原村立裏磐梯中学校（２年生）
佐 藤 そ ら
さん

北塩原村立裏磐梯中学校（２年生）
平 尾 暁 絵
さん

○暖房器具のそばで洗濯物を干さない
暖房器具のそばで洗濯物を干すのは危険です！乾いた洗濯物は落下しやすく
なるので、暖房器具のそばでは干さないようにしましょう。
○暖房器具に給油をするときは火を消してから行ってください
暖房器具の火を消さずに給油すると、灯油へ引火する恐れがあるので危険
です！必ず火を消してから給油しましょう。また、ガソリンを間違って給油
しないよう、どの容器に何が入っているのかもう一度確認しましょう。
〇薪ストーブのメンテナンスを忘れずに行いましょう
煙突内に煤やタールが溜まると火災が発生する危険があります！煙突内か
ら金属音やひび割れ音が発生した場合や煤が３ｍｍ以上付着している場合は、
早急に煙突の清掃を行ってください。
お問い合わせ先

喜多方消防署
北塩原分署

０２４１－２２－６２１１
０２４１－３２－２０２０
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善意のひろば
御遺志

行事予定

Ｈ30.11.16～Ｈ30.12.15

内海

英男

故 内海フミエ

星

様（北 山）
様

俊雄

故星

仕事始め

1/8

民協定例会／新年会

様（北 山）

ミツ子

渡部

1/4

様

敦子

故 渡部ヨシ子

井上

健

故 井上

翔太

佐藤

暢

故 佐藤

久幸

様（大 塩）

（休暇村裏磐梯）

1/10

（デイサービスセンター）

様

様（北 山）

老連若手委員会

1/16

様

老連健康長寿推進員出前講座
（北塩原村生涯学習センター）

様（早稲沢）
様

ボランティア
北山ふれんZU 様

米寿祝

（デイサービス訪問）

前後
遠藤

良三
和夫

様
様

（デイサービス訪問）

太極拳クラブ
遠藤アサ子

松崎 世榮子 様（長 峯）

1/9

二瓶 シツイ 様（狐鷹森）

1/16

佐藤 哲男

様

（デイサービス訪問）

御寄付

1/5

様（谷 地）

様（剣ケ峯）

おめでとうございます。

ご厚情ありがとうございました。

退職 しました
いわした

ひろゆき

岩下

裕幸

居宅介護支援係
介護支援専門員
平成30年11月30日退社

桧原長寿会が西会津町から「さゆり銭太鼓」20周
年記念発表会に招待され15名が参加。迫力のある
火の国太鼓と銭太鼓を披露しました。

北塩原村のすばらしい自然の中で多くを学ばせ
て頂きました。これからも私自身、成長出来る
ように努力していきたいと思います。お世話に
なりました。

新しい 職員を紹介 します
ながさわ

じゅんこ

いがらし

ひろみ

長澤

純子

五十嵐

ヒロミ

通所介護係
看護師/機能訓練指導員
平成30年12月1日入社

喜多方から通勤しています。毎日の通勤時と
送迎時に豊かな自然を楽しんでいます。仕事
の不安はありますが宜しくお願い致します。
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通所介護係
准看護師
平成30年12月1日～
平成31年3月31日迄

４か月という短期間ではありますが地域の皆
様に溶け込めるよう笑顔で一生懸命頑張りた
いと思います。宜しくお願い致します。
平成31年1月11日発行

