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北塩原村社協広報紙

記念碑清掃・裏磐梯秋祭り2019 炊き出し訓練

×

北塩原村赤十字奉仕団

１０月６日、裏磐梯の毘沙門沼近くにある日赤記念碑の清掃を実施しました。この記念
碑は、１８８８年の磐梯山噴火の際、日本赤十字社が平時災害救護を初めて行った場所
として建てられたものです。

日赤県支部、北塩原村・猪苗代奉仕団員、
磐梯山ジオパークが炊き出し訓練の準備

令和元年台風
第19号災害義援金

募集人数

２名
程度

郵便振替口座

銀行振込
東邦銀行 南福島支店 普通預金
口座番号 ６１２６２５
口座名義 日本赤十字社福島県支部
支部長 内堀雅雄

※受領証の発行を希望する場合は通信欄に「受領証希望」
と明記してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いは、振込手数料は免除されます。

資格を持っている方はもちろん、
無資格でも応募可能！
働きながら、資格取得ができます。

発行・編集

北塩原村
社会福祉協議会

米飯が炊き上がった様子

口座番号 ００１９０−８−５１５００５
加入者名 日赤令和元年台風第１９号災害義援金

＊ただし、無資格の場合はパートからです…

社会福祉法人

災害時非常炊き出し用袋ハイゼックスを
使った炊飯体験

募集人数

２名
程度

28-3757
お気軽にお電話ください！

〒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

有資格者求む！
ヘルパー2級、介護福祉士などの
資格が必要です。
＊資格・経験により採用条件が変わります…
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。

９月１７日（火） 村敬老会（ラビスパ裏磐梯にて）
金婚夫婦の表彰が行われました。

しあわせ金婚夫婦表彰
おめでとうございます
穴沢 健史様・洋子様

（大

五十嵐 肇様・サト子様

（大久保）

小椋 三四郎様・榮子様

（蛇

平）

長島 孝吉様・スイ子様

（蛇

平）

松丸 俊雄様・孝子様

（松陽台）

山中 伸雄様・京子様

（松陽台）

塩）

９月２７日（金） 福島市十六沼公園
大会には北塩原村から３名が参加しました。

９月２８日（土） 会津若松市文化センター
介護予防活動が積極的な団体に贈られる奨励賞を桧原長寿会が受章しま
した。おめでとうございます。

❶ほったやまつうしん11月号

１０月７日（月） いいたてスポーツ公園
今年も北塩原村老人クラブ連合会と飯舘村老人クラブ連合会の交流会が
開催され親睦を深めました。

第二層協議体の設置に向けて、行政区長、民
生児童委員、長寿会役員の皆様に集まってい
ただき各地区ごとに準備会を開催しました。

心身の健康増進や、介護予防を目的としてい
る団体（サークル等）へ元気活動を応援する
助成金を交付します。

９月３０日（月）
６６名にお届けしました。お弁当には奉仕団
の思いが込められています。

受賞おめでとうございます
地域高齢者福祉活動功労賞
北塩原村老人クラブ連合会 会長 松崎

豊

対 象
総人数５名以上の団体でかつ６５歳以上
の村民が５名以上含まれている団体
助成額 １，５００円（１名）
締

（金）
切 令和元年１１月８日

申請用書類がありますので、
地域福祉係 榎本 まで問い合わせください。
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今月は谷地にお住いの、 ほし

まさなか

星 正申さん

にお話を伺ってきました。

仕事の合間は庭の手入れ。
２２歳の頃から、本を見ながら庭造り始めて約５０年。仕事の合間に剪定
や手入れをしてる。冬は雪吊りしたりと、まぁ大変だけど。それが楽しみ
の１つでもあるかな。元気なうちは頑張って手入れしていきたい。

毎日楽しみながら続けること。
それが健康につながってる。
見事な庭はすべて正申さんの手作り！大きな庭石
もご自身で配置したとの事。水の流れる音、錦鯉、
鮮やかな緑に囲まれた庭。とても癒されました。

見事な藤の棚。５月頃に見頃を迎える白色と赤色
の花が咲くそうです。その頃、また伺いま～す♪
立派な盆栽もたくさんありました。

休日相談窓口 ＆ 認知症サポーター養成講座

１１月９日（土）

次回は １２月１４日
（土）

電話・来所での相談を受け付けております。

今回は休日相談日に認知症サポーター養成講座
も開催します！！みなさんお誘い合わせのうえ、
ぜひ来てください。待ってま〜す♬
※事前連絡で申し込みをお願い致します。

出前お茶会 開催予定
11 / 11（月）大塩

11 / 18（月）北山

11 / 25（月）下吉

11 / 12（火） 樟

11 / 19（火）松陽台

11 / 26（火）大久保

11 / 13（水）秋元

11 / 20（水）剣ケ峯

11 / 27（水）早稲沢
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誘って
ご近所 せ〜
っ
来てみ 楽しく
で
みんな みっぺ
て
過ごし

「介護保険サービスを使いたい！」

そんな時は 凄腕ケアマネジャー がお手伝いします！

「介護保険サービスは、いっぱいありすぎてわかりにくい！」
訪問先で、そんな厳しいお言葉を頂戴することが時々あります…。

今月も、介護サービスをご紹介します！
サービスの種類

今回は、住んでいるところを
「自宅」
ではなく
「特定施設」
として考えてください。

サービスを受ける場所

MEMO

自宅

（特定施設）

施設

地域密着型

訪問系サービス
通所系サービス

短期滞在系サービス

福祉用具レンタル・購入
施設・居住系サービス

特定施設で生活を続けるための「施設・居住系サービス」
要件

し、
めた基準を満た
厚生労働省が定
た
（認可）を受け
都道府県の指定
特
護老人ホーム、
施設で、主に養
ー
ム、軽費老人ホ
別養護老人ホー
ど
料老人ホームな
ム、介護付き有
のことです。

内容

特定施設に入居している方に対し、

食事・入浴・排せつの介助、レクリエーション、
その他日常生活上の支援を行います。

に
こんな人
！ ひとり暮らしの高齢者で、身寄りのない方または
メ
ス
オス
離れて暮らす家族からの支援が受けられない方など

名前が
難しい！

このサービスを

要介護１以上の認定を受けている方

特定施設入居者生活介護

といいます。

介護保険に関するお問い合わせは、居宅介護支援係まで（小林・松崎）
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】
トラさん(仮名) 83歳 男性 ひとり暮らし
眼医者から点眼薬が処方された

最近目がかすむから、眼医者に行ってき
ました。そしたら、毎日目薬をさすよう
に言われたのね。

おれ、今まで目薬さしたことなくてさ〜。
困っちゃったよ。

ヘルパーさんは、目薬さしてくれるの？

大丈夫ですよ！
ヘルパーによる点眼は認め
られていますので、
ご要望が
あれば点眼しますよ！

POINT

点眼の

①１滴で十分

②まつ毛につけない

③目頭にはささない

④まばたきしない

いっぱいさしてもこぼれるだけ！
点眼薬の効果が得にくい！

細菌に汚染されてしまうかも！
点眼薬が押し流されてしまう！

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・穴澤・奥山）
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裏磐梯の秋はキレイですね～。
今月はたくさんの方が遊びに来てくださいました！

北山スポーツ民踊愛好会／裏磐梯長寿会
歌や踊りなど、たくさん披露してくださいました。毎年訪問していただき、ありがとうございます！

2019.9.18
北山スポーツ民踊愛好会

2019.9.27
裏磐梯長寿会

さくら幼稚園／裏磐梯幼稚園
歌、踊り、一生懸命な姿がとてもかわいかったです。また来てね！ありがとうございました！

2019.10.4
さくら幼稚園

2019.10.11
裏磐梯幼稚園

令和元年１０月１日より、
デイサービスセンターの給食業務委託先がかわりました。
令和元年９月３０日まで

令和元年１０月１日から

株式会社メフォス

キョウワプロテック株式会社

株式会社メフォス様におかれましては、
デイサービスセンター開所当初の平成１１年から２０年という
永きに渡り、当会の運営にご協力いただきありがとうございました。

通所介護（デイサービス）に関するお問い合わせは、通所介護係まで（佐藤・赤城）
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エアゾール式簡易消火器具
回収・破棄のお願い！
！
エアゾール式消火器具の一部で、破裂事故等 が発生
しています。破棄・自主回収の対象商品は以下の通りです。

ヤマトプロテック(株)製
対象商品名
★ヤマトボーイＫＴ
★ＦＭボーイＫ
上記の商品で品質保証期間が
2005.01〜2005.10の期間内で
表示された製品になります。
製造ロット番号と品質保証期間は、
缶底に表示しています。
例えば、2005年10月に品質保証が
過ぎている場合、以下のように記載
されています。

お客様相談窓口
0120-801-084
受付時間 月〜金

9：00〜17：00

エア・ウォーター・ゾル(株)製
対象商品名
★直撃消火
★ファイヤーカット
★ファイヤーロックNEXT
★ブロックショットショットα
★ローヤルガードⅢ
★スーパールームガードⅣ
上記の商品で品質保証期間が
2022.01〜2022.04の期間内で
表示された製品になります。
お客様相談窓口
0120-033-277
受付時間 月〜金

9：00〜17：00

破棄・回収については各メーカーの相談窓口まで連絡して下さい。

喜多方消防署 22-6211

北塩原分署 32-2020
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善意のひろば

行事予定

Ｒ1.9.16～10.15

11/1

御遺志

歳末たすけあい募金運動月間
（～30日）

鈴木 吉仲 様（郡山市）

鈴木 勝弘 様（大

故 鈴木 澄子 様

故 鈴木 勝吉 様

高橋 正幸 様（大

塩）

故 髙橋 キクノ 様

樟山 朝彦 様（北

11/2

塩）

（さくらふれあい文化祭）

11/12 民生児童委員協議会定例会

山）

（デイサービスセンター）

故 樟山 サタ子 様

11/13 老人クラブ連合会研修旅行
（宮城方面～14日）

ボランティア

デイサービスセンター訪問

裏磐梯長寿会

様

さくら幼稚園

様

北山スポーツ民踊愛好会
裏磐梯幼稚園

高齢者作品展

11/15 高齢者世帯防火訪問
（桧原・裏磐梯方面 対象者のみ）

11/21 磐梯山老連ニュースポーツ大会
（磐梯町民体育館）

様

11/25 ひとり暮らし弁当配達サービス
（保健センター）

様

11/28 県高齢者芸能発表大会

物品の御寄付
高橋 善美 様（大

（とうほう・みんなの文化センター）

File no.7

＊福祉の仕事に興味のある方は、是非行ってみてください＊

11/6(水)

場所

平成１１年のデイサービス開所時
より２０年間、大変お世話になり
ました。皆様に教えていただいた
ことを大切に、体に気を付けて頑
張っていきます。ありがとうござ
いました。

会津若松市社会福祉協議会
会津若松市追手町5-32

10:00～15:00

問合せ

社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

人材研修課 福祉人材センター

TEL024-521-5662

素敵な

いきいき
百歳体操の会

FAX024-521-5663

内容 いきいき百歳体操
会員 １５名程度
活動 毎週木曜日
場所 グループホームさくら

集いの

活動をしている
村内で、素敵な
ます！
方々をご紹介し

様（大久保）

福祉の仕事相談会
日時

周

芳枝

おめでとうございます。

退職職員のお知らせ

佐藤

五十嵐

11/16

ご厚情ありがとうございました。

令和元年8月31日退社

米寿祝

塩）

場

体操以外の楽しみも増えま
した。毎週顏を合わせても
話はつきません。みなさん
の笑顔が満開でした。
ＤＶＤの準備からホールの
掃除まで会員が協力して取
り組んでいました。みんな
でやるから続くんですね！
毎週木曜の定期開催は、見守り・見守られ活動に
なり一石二鳥。体操に取り組む姿は真剣！おもり
もへっちゃらなんのその！体操のあとはお茶を飲
みながらおしゃべりするのが元気の秘訣ですね。
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東條 録さん（下吉）
体力は現状維持で十分！外に出て、人に会っ
てお喋りすることが大切！
令和元年10月25日発行

