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北塩原村社協広報紙

あけましておめでとうございます
皆さまには、希望に満ちた輝かしい
新春をお迎えのことと心よりお慶び
申し上げます。
日頃より本会に対しまして、深いご
理解とご協力を賜り心より感謝を申
し上げます。
昨年は、世界的な新型コロナウイル
ス感染拡大により、新たな生活様式
への対応や行動制限を余儀なくされ
た１年でありました。
このような状況の中、本会としては、
感染予防対策を図りながら計画した
種々事業を進めることができました。
これもひとえに各種団体や村民の皆
様のご協力のおかげであります。
改めまして関係の皆様に感謝を申し
上げます。
少子高齢化の中、地域には様々な福
祉課題がありニーズも多様化してき

ています。社協は村民の皆様と共に
これらの課題解決に取り組み、「誰
もが支え合いながら安心して暮らせ
る地域づくり」を推進してまいりま
す。
また、介護保険事業所としても、皆
様に愛され、安心して楽しくご利用
いただけるようサービス向上を図っ
てまいります。
本年も「皆様に愛される社協」を信
条に、役職員一丸となり精進してま
いりますので、変わらぬご支援とご
協力をお願い申し上げます。
皆様にとって輝かしい年になります
ことを心からお祈り申し上げまして、
新年の挨拶と致します。
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全員が65歳以上の世帯、全員が身体障がい者である世帯、
母子世帯の方で、自力での除雪が困難な方へ
安心して生活を送るために除雪のお手伝いをします。玄関周辺や軒下など自宅
（車庫、小屋、空家を除く）の除雪でお困りの方は地域福祉係へご相談ください。
料金は無料です。
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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。

鈴木時夫
さん︵大塩︶

高

令和３年度 きたしおばらむら

村老連が高齢者作品展を開催しました。展示
場所を提供してくださった(株)ラビスパさん
ありがとうございました。

特別賞

中川ヱイ子さん
（下吉）

特別賞

赤城弘美さん
（下川前）

日本赤十字社福島県支部長賞

福島県老人クラブ連合会長賞

北塩原村老人クラブ連合会長賞

（松陽台）

（剣ケ峯）

（剣ケ峯）

立川タキ子さん

特別賞

佐藤正義さん
（桧原）

浅沼保江さん

特別賞

小椋フヂ子さん
（長峯）

佐藤憲一さん

赤城弘美さんの作品

鈴木時夫 さん︵大塩︶

令和３年度
全国民生委員児童委員連合会
会長表彰
民生委員の活動を１０年間継続された鈴木会長
受賞おめでとうございます。これからも宜しく
お願いします。

松陽台行政区

「地 域づくり勉 強 会」
を開催

講演

もっと豊かな地域をつくるには…
～みんなで支え合う地域づくり～

講師

NPO法人いわき自立生活センター
大山重敏氏

１１月２８日（日）役場コミュニティセンター
にて地域づくり勉強会を開催しました。松陽台
に住んでいる皆さんや民生児童委員など計２６
名が参加。１月に２回目の勉強会を予定してい
ます。興味のある方は社協までご連絡ください。
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女性 の部 男性 の部

１２月２日（木）猪苗代町総合体育館カメリーナにて開催さ
れたニュースポーツ大会に、村老連から３９名が参加しまし
た。スカットボール・輪なげの合計点数を競います。個人で
は５名が入賞され、団体では２連覇を成し遂げました。

優 勝
準優勝

佐々木キミ子さん（桧原）
佐藤時子さん（大久保）

準優勝
４ 位
５ 位

佐藤正義さん（桧原）
外島二郎さん（桧原）
相原正善さん（金山）

今年も歳末たすけあい募金にご協力頂き
ありがとうございました。１２月１４日
配分委員（民生児童委員）による配分会
を開催し、配分先が下記の通り決定しま
した。

村内福祉施設へ配分

2件 30,000円
生活困難世帯見舞金

4件 40,000円
一人暮らし高齢者見舞金

2件 10,000円

高齢者と幼稚園児交流

2件 50,000円
障がい児者見舞金

1件

5,000円

療育手帳保持者見舞金

1件

5,000円

保育園へ配分

1件 30,000円
長期療養者見舞金

1件

5,000円

高齢者世帯へ日用品配布

143件 192,492円

総額 367,492円
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出前お茶会【出前教室】開催♪
ご要望の地区に 脳トレ・体操 でお邪魔しました。２年ぶりの開催で、みなさんのお顔を
見られて良かったです。ＤＶＤ『北塩原村いきいき体操』で体操をしながら、ご自身や知り
合いが映し出されるたびに大盛り上がりでした！
下吉

谷地

大塩

蛇平

曽原・狐鷹森

曽原・狐鷹森

才 上川前）
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才 秋元）

88

デイサービス じいちゃんばあちゃん 龍宮城

（守

（ムク

元社協職員）
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79

（さっこ姉

電話・来所での相談を受け付けております。

才 上川前）

2 月12日（土）

80

（ぽんぽこ

次回は

才 剣ケ峯）

認知症のこと、介護のこと、
生活の困りごとなど、
ご相談ください。

（はくちゃん

令和 4 年 1月 8日（土）

川柳を 書こうと思う ことば出ず

休日相談窓口

あら、やんだ 今食べたのに「めしまだか？」

ご相談に応じますので、ご連絡下さい。
地域包括支援センター：28-3766（大竹）

祖母のとる カルタを孫は 見えぬふり

●事前にお申し込みください（約１ヶ月前）
●少人数でも伺います（３名以上）

アレ、コレ、の 答え探しの もどかしさ

村民の皆様や村内事業所・団体等を対象に、
「認知症サポーター養成講座」を行ってい
ます。村内どこにでも出向きます。

引き続き募集しておりますので︑どしどしご応募ください︒

認知症サポーター養成講座

認知症川柳

出張

「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！

今月は、高齢者に起こりやすい「低栄養」についてご説明します。
加齢に伴う症状のひとつと考えられてしまい、本人や家族が気付かずに
陥ってしまうこともあります。
どんなリスクがあるのか、どんな予防法があるのかご紹介しますね。

どの体をつくる
エネルギーの摂取量や、筋肉、皮膚、内臓な
態をいいます。
タンパク質やビタミンが慢性的に足りない状
るものの種類に
食事を摂っていたとしても、食べる量や食べ

低栄養

よっては低栄養になってしまいます。

とは？

以下は要注意！

低栄養になっているかも?!

✔ 食事を残すことが多い
✔ よくむせる
✔ 疲れやすい
✔ 風邪や傷が治りにくい
✔ 転びやすくなった
✔ 歩く速度が遅くなった
✔ 歩幅がせまくなった
✔ 体重が減った

予防方法

放っておくと…

骨折
誤嚥性肺炎
症

低たんぱく血

低血糖によ
る
意識障害

〇 食生活の改善
バランスの良い食事を心がけ
ましょう。パンだけ、麺だけ
ではなく、追加でもう１品！
〇 栄養補助食品を利用する

これらのリスクが高まります。

食欲がない時なども是非。薬
局に様々な商品が販売されて
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・星）
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】
Gさん(仮名) 83歳 男性 ひとり暮らし
最近腰が痛い…

ごめんなさい

できません！

毎年自分で除雪してたんだけど、

ヘルパーが除雪をするこ

息子も時々しか来ないし。

まずは息子さんや近くの

今年は腰が痛くてできないかも…。
ヘルパーさん、除雪はお願いでき
ないのかな？

とはできません。
親戚の方に相談してみて
ください！

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（穴澤・奥山・加藤）
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あけましておめでとうございます。
本年もデイサービスセンターをよろしくお願いいたします。

さざんか を作りました。

レクリエーションの一環として実施していますが、
手指の細かい動きは、機能訓練にもなります。

こんな風に
飾れるようになってま～す♪

＼秋の味覚全開／

大塩の新そば
今年も大塩高原手打ちそば伝承会の皆様から、新そばが
届きました。利用者の皆様に振る舞われたほか、職員も
ご相伴にあずかりました。
毎年美味しいそばをありがとうございます！
来年もよろしくお願いいたします！！

お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、各団体等の施設への訪問は引き続き
お断りさせていただいております。ご理解ご協力お願いします。

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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善意のひろば

行事予定

Ｒ3.11.16～Ｒ3.12.15

御遺志

穴澤 崇

様（会津若松市）

故 穴澤 ミサト 様

千葉 新吾

様（谷

仕事始め

1/11

民生児童委員協議会定例会
（保健センター）

地）

故 千葉 キヱ 様

斎藤 克明

1/4

だんごさし

1/13

様（剣ケ峯）

（裏磐梯幼稚園・裏磐梯小学校）

故 斎藤 スエ子 様

大竹 文夫

だんごさし

1/14

様（上川前）

（さくら幼稚園・さくら小学校）

故 大竹 實 様

物品の御寄付
匿

名

様

米寿祝

ご厚情ありがとうございました。

「なりすまし詐欺被害抑止装置」を

1/1

五十嵐 武子

様（上川前）

1/30

星野 美智子

様（狐鷹森）

無料で貸し出しています。

おめでとうございます。

社協では６５歳以上の高齢者世帯を対象に「な
りすまし詐欺被害抑止装置」を無償で貸出しし
ています。ご希望の方は、社協☎まで。

不審に思ったら 喜多方警察署 0241-22-5111
すぐに電話を！
！ 猪苗代警察署 0242-63-0110
File no.23

活動をしている
村内で、素敵な
ます！
方々をご紹介し

場所

「役所、警察、金融機関」の職員と名乗る電話
「口座番号、暗証番号を教えて」
「キャッシュカードを確認しに自宅に行く」

＊福祉の仕事に興味のある方は、是非行ってみてください＊
日時

こんな電話がきたらすぐに電話を切りましょう！

福祉の仕事相談会
1/19(水)

10:00～15:00

会津若松市社会福祉協議会

問合せ

会津若松市追手町5-32

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

内容
対象
活動
場所

一緒に
昔あそ
び

裏磐梯
小学校 × 長寿会

FAX024-521-5663

昔あそび
１・２年生
年１回
裏磐梯小学校

夢中になって作った紙飛行
機はどこまで飛んだかな？
翼の角度はどのくらいにし
たらいいのかな～？
「ど～っちだ？」１年生の
小さな手に、何個入ってい
るのかな。おばあちゃん達
も童心に戻って遊びました。

裏磐梯小学校の１・２年生と裏磐梯長寿会の皆
さんが交流しました。子どもたちは、遊び方を
知らないおもちゃを見て、想像を巡らせていた
顔が印象的。昔遊びで、脳はフル回転ですね！
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佐藤 睦弘 校長先生
現代はデジタルな遊びが溢れています。昔の
アナログな遊びから「練習すれば上達する」
という感覚的な体験を経験してほしいです。
令和4年1月14日発行

