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「たむら社協だより」
の作成費の一部は、
共同募金の配分金を受けて作成させていただいております。

坪井 都一

社会福祉法人田村市社会福祉協議会

会長

謹んで新年のごあいさつを申し上げます︒
皆様には︑清々しい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます︒また︑旧年中は︑社
協会費や共同募金︑日赤活動資金をはじめ︑本会の活動に対しまして︑温かいご支援と
ご協力を賜り︑厚くお礼申し上げます︒
田村市社会福祉協議会は︑地域福祉を推進する専門組織として︑地域共生社会の実
現に向け︑﹁笑顔で安心して暮らせるまちづくり﹂に邁進することを組織の使命とし︑地
域課題が多様化するなか︑高齢者︑障害者︑子ども等対象者ごとの生活ニーズに応じ
た様々な事業を展開しております︒

10，
591，
3００円 （9,750件）

計

合

天皇陛下のご譲位により︑新たな元号﹁令和﹂となった昨年︑本社協においても事務
事業の集約と経費の節減︑介護人材の不足等を考慮し︑事務処理の向上と責任の明確
化を図るため︑総務課を設置するとともに︑三ヵ所に分かれておりました︑居宅介護支
援事業所と訪問介護事業所も本所に統合し︑社協業務の改革に着手いたしました︒
今年は十二支の始まりの子年です︒ここまでの改善の成果を確認しながら︑市内同業
他社様との協働や︑行政をはじめとした関係機関・団体様との連携強化に努め︑これか
らの十二年間も弊会が︑困りごとを抱える市民の皆様のよりどころであり続けられるよ
う︑役職員一丸となり︑奮励努力してまいりますので︑一層のご支援とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます︒
結びに︑皆様にとりまして︑
この一年が幸多き年となりますよう︑心からお祈り申し上げ︑
新年のあいさつといたします︒

田村市社協会費ご協力の依頼に際しまして、個人、企業の皆様には多大なご理解とご協力を賜り、誠

にありがとうございました。

衷心より厚く御礼を申し上げます。

皆様からお預かりいたしました会費は、より良い地域社会づくりをめざした福祉事業実施のため大切

に活用させていただきます。

今後もより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

会費納入額

一般会費

9,449，
3００円 （9,484件）

( 令和元年１２月１５日現在）

特別会費

２82，
０００円 （１41件）

団体会費

860，
０００円 （125件）
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令和元年度田村市社協会費へのご協力ありがとうございました
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団体会員様ご芳名（順不同、敬称略）
滝 根
会田薬局
株式会社 グリーンクレスト
郡司石油 有限会社
桜田工業 株式会社
三共精粉 株式会社 福島工場
総合南東北病院附属 滝根診療所
日東粉化工業株式会社 福島工場
旭鉱末株式会社 神俣工場
富士工業 株式会社
合名会社 松永商店
矢部工業 株式会社
有限会社 滝根自動車
有限会社 中島石油
吉田自動車工業
有限会社 二瓶三治郎商店
大 越
旭鉱末株式会社 大越工場
大越運送 株式会社
大越郵便局
株式会社郡山測量設計社 田村支店
株式会社 相馬金物店
武田商店
有限会社 白石工業
有限会社 トマト商会
有限会社 塚原石油
株式会社 渡辺工業
三和工業 株式会社
新田精肉店
有限会社 佐藤モータース
三福工業株式会社 福島工場
有限会社 山野辺工務店
合名会社 住吉組
市 外
小野 株式会社 大和田工務店
小野 株式会社 リフレクシダ
小野 ALV 映像割谷
郡山 株式会社 昭和総合サービス
郡山 株式会社 共栄ブレーン
郡山 株式会社 ホット郡山
郡山 株式会社 アイデックス
郡山 株式会社 あかね福祉
郡山 株式会社 東北セイワ
本宮 有限会社 うさぎや
本宮 福味商事 株式会社
本宮 飯田電気管理事務所

都 路
つたや呉服店
ふくしま中央森林組合 都路事業所
ＴＭＫ村上建築工務店
株式会社 環境土木
有限会社 遠藤燃料
有限会社 坪井モータース
有限会社 坪倉土質調査設計
有限会社 北斗工業
有限会社 都路農場
株式会社 都路林産開発
有限会社 最上商会
有限会社 渡辺燃料店
常 葉
株式会社 イーライフたむら
有限会社 石井工建
有限会社 石井設備工業
株式会社 イシフクフタバ
株式会社 泉建設
磯善
医療法人明孝会 青山医院
医療法人 白岩医院
株式会社 エスポアール
おおぎや和洋菓子店
株式会社 エクストエンジニア
有限会社 川合精肉店
有限会社 白岩モーター商会
スペシャリストエンドウ
大美屋旅館
大和コウケン 株式会社
有限会社 常葉製作所
常葉防災
有限会社 常葉モーター
株式会社 西向建設工業
福島県商工信用組合 常葉支店
有限会社 マルイチ電器
株式会社 三浦電設
有限会社 村上製作所
株式会社 矢吹電気工事
有限会社 志正堂
株式会社 吉田重機工業

引き続き団体会員様の募集をしておりますので、ご加入へのご協力をお願いいたします。

船 引
秋元医院
猪狩産業 株式会社
大久保クリニック
奥越部品株式会社 福島工場
かとうの内科クリニック
株式会社 デンソー福島
株式会社 フクイシ
株式会社 伸和商会
株式会社 清水商店
株式会社 大和田設備工業
株式会社日章製作所 福島工場
株式会社 鈴船建設
菊地建設 株式会社
桑原建築事務所
迎賓館辰巳屋
酒井新聞店
さとう耳鼻咽喉科クリニック
シチズン電子船引 株式会社
秀和建設 株式会社
ＬＦクリエイションズ株式会社 福島工場
医療法人崇敬会 清水医院
株式会社 田村自動車教習所
田村森林組合
株式会社 タムラ
トヨタカローラ福島株式会社 ふねひき店
船引町商工会
有限会社 安藤商店
有限会社 慶慶飯店
有限会社 三輪電設
有限会社 矢内商店
有限会社 柳沼電工
有限会社 渡辺鉄工消防用品
有限会社 佐々木商店
有限会社 石井自動車工業
有限会社 アール･アルチザン
有限会社 ワタナベ印刷
田村エンジニアリング 株式会社
株式会社 倉伸
有限会社 サトウ事務機器
株式会社大東銀行 船引支店
郡山信用金庫 船引支店
福島さくら農協 たむら地区本部
アラジン 田村店
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PICK UP TOPICS
感謝状贈呈式
９月３０日
（月）、常葉公民館において、平成３
において
にお
いて、平
、平成３
成３０年度において多額
０年度に
０年
度におい
おいて多
て多額
額
のご寄付を寄せられました方並びに、役職員として本会に貢献され
た方に対し感謝状の贈呈式が行われました。本会坪井会長が式辞を
述べ、一人ひとりに感謝状が手渡されました。
御遺志金
秋元 貞夫 様
（故 秋元 淑子 様）

村上 正好 様
（故 村上 好治 様）

篤 志
株式会社鈴船建設 代表取締役 鈴木 広孝 様（13 度目の受賞）
田村市立都路小学校 様
物 品
有限会社福錦商事 祭りばやし 船引店 新井 準吾 様（9度目の受賞）
退職職員
退任役員
宇田 國夫 様
桑原 修 様 遠藤 富重 様 堀越 宗一 様
黒羽 富美子 様
会田 正孝 様 根本 君江 様

令和元年度福祉文化講演会

24時間テレビ募金活動

９月１日
（日）、田村市文化センターにおいて「福祉文
化講演会」を開催しました。
この事業は、住民相互の支え合いと福祉活動に対する
理 解を目指し開 催していま
す。今回講師としてお迎えし
たのは、UNDP
（国連開発計
画）親善大使として国際協力
の分 野でも活 躍しておられ
る、俳優の紺野美沙子さんで
す。
講 演を通して、人 の 幸 せ
はお金や物ではなく心の豊か
さであり、今ここに生きてい
る事 が 幸 せ で ある事 など、
人生において何が大切なの
かを学ぶことができました。
また、終 盤の短い 時 間で
はありましたが紺野さんの朗
読には、心 癒された方も多
かったと思います。

８月２５日
（日）、市内ボランティアと一緒に取り組む本会
有志職員による社会貢献ボランティア活動として、ふねひ
きパーク・リオンドール船引店の２店にご協力いただき、
24時間テレビ「愛は地球を救う」
チャリティー募金活動を
実施しました。
今回は、市内赤十字奉仕団の皆さんと職員19名および
その家族の合計46名で活動し、219,162円の浄財が集
まりました。
この浄財は、9月3日に福島中央テレビ 24時
間テレビチャリティー委員長の片柳幸夫取締役に手渡し、
活動に対して感謝状をいただきました。
ご協力いただきました２店舗の皆様、
そして募金にご協
力いただいた皆様に心から御礼申し上げます。

ひとり暮らし高齢者「友愛訪問事業」
歳末たすけあい募金配分事業として、市内に居住する
70歳以上のひとり暮らし高齢者世帯を、各地区の民生
児童委員の皆様にご協力いただき、新年を明るく元気に
迎えられるよう、あったかセットをお渡しするとともに、
年末の安否確認・見守り訪問を行いました。
（あったかセット内容）
鍋焼きうどん、ミルクパン、甘酒、飴

福島県社会福祉大会
１０月３１日（木）
に開催予定されていた「第７３回福島県
社会福祉大会」は台風１９号の被害により中止となりまし
た。本会から下記の職員が知事感謝状と大会会長表彰を
受賞しましたのでご報告をするとともに、皆様の日頃の
ご指導とご支援のおかげでありますので、お礼申し上げ
ます。
《福島県知事感謝状》
◆社会福祉に寄与した者◆
吉田 恵美（居宅）鈴木 久子（北部デイ）
《福島県社会福祉大会会長表彰》
◆社会福祉団体職員功労者◆
渡辺 千恵子（北部デイ）菅野 啓子（常葉デイ）石井 むつ美（包括）
土屋 智枝美（常葉デイ）白岩 幸二（滝根デイ）坪井 咲子（総務課）
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このコーナーでは田村市ボランティアセンターからの情報を発信します

【申し込み・お問い合わせ】
ボランティアセンター
（総務課 地域福祉係内）☎68-3434

サマーショートボランティアスクール
昨夏、毎年恒例の中高生を対象にしたボランティアスクール
を開催したところ、28名の方にご参加いただきました。市内児
童・高齢者施設の皆様にご協力いただき、環境整備や保育補助
などのボランティア活動や、施設を利用されている高齢者や児
童との交流を通してたくさんの学びを得ることができたようでし
た。
将来保育士や看護師になりたいという夢がある参加者もお
り、
この経験を今後に活かしてもらえたらと思います。

Tabora Youth Project
田村市内でのボランティア活動（Tabora）
を若者（Youth）
に
推進していくことを目的にしたこの事業。今年度は船引高校から
4名の方に、JVSわくわく隊で力を貸していただきました。
参加者との交流や活動中の見守り・サポート、会場の作成や運
営など、たくさんのことに積極的に取り組む姿は、ボランティア
のお手本になりました。事業に参加した小学生も、
とても喜んで
いました。
ご協力ありがとうございました。

福祉ジュニアボランティアスクール（JVS）わくわく隊
小学４〜６年生を対象にした、福祉ジュニアボランティアスクールわくわく隊が、
１２月７日
（土）
に閉講式を迎えました。台風の影響で中止になってしまった回もあ
りましたが、全５回無事終了し、参加者20名の内15名が皆勤賞と素晴らしい出
席率でした！
今年度は座禅・手話・料理・献血・防災などをテーマに、半年間楽しく、様々
な体験を通して福祉やボランティアについて理解を深めました。
参加者から最も楽しかった！という声が多かったのは、「料理体験」でした。初
めて作るものや、グループで協力して取り組めたこと、なにより完成したものが
大変おいしかった！など、参加者の印象に残るものが多かった回だったようです。
１年間通しての感想を聞かせてもらったところ、「いろんな福祉を知ることが
で きた」「たくさん の友 だ ちや思い 出が で きた」「高 校 生（Tabora Youth
Project）のおかげで、最後まで参加できた」など、たくさんの声を聞くこと
ができました。
また、３年間わくわく隊にご参加いただいた５名には特別賞を贈りました。最後
まで一生懸命取り組み、他の参加者を引っ張ってくれる頼もしい隊員になってく
れました。
ご指導くださった皆様、
お忙しい中送迎をしていただいたご家族の皆様に心から
感謝申し上げます。
来年また、
新しい隊員とお会いできるのを楽しみにしています！

活動報告
田村市災害ボランティアセンター
10月中旬に発災した台風19号で被害に遭われた皆様に、心よりお見
舞い申し上げます。本会では田村市の要請を受け、10月13日
（日）
に田村
市災害ボランティアセンターを設置しました。
今回、災害ボランティアとして地域のために力を貸してくださいました
皆様、活動に使用する物品をご寄付いただいた皆様、活動に際しご理解
ご協力をいただいた地域住民の皆様に、心より感謝申し上げます。
また、今回のボランティア活動に使用した資機材の購入には、赤い羽根
共同募金の災害等準備金を活用させていただきました。
10 月 13 日（設置）から 11 月 1 日（閉所）までの実績
相談件数 ４３件
対応件数 ２０件
ボランティア参加者数 延１２４名

たむら社協だより◆第53号
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ΖංᥨЫ
船引北部デイサービスセンター
センター

滝根デイサービスセンター
滝根デイ
イ

緑小学校慰問
問

ボランティアグループ
ボラ
テ
『絆』慰問

１１月２５日（月）、船引北部デイサービスにおいて、緑
小学校１・２年生、
１７名の皆さんに
「にんニン キラキラ
にんじゃ」
と
「サラダでげんき」の２つの劇を披露して
いただきました。児童の皆さんは来年もまた来たいと話
されていました。

８月３日
（土）、三春町のボランティアグループ『絆』
様の慰問があり、スコップ三味線や美空すずめの歌な
ど披露され利用者様、職員も迫力ある演奏に魅了され
ました。
滝根デイサービスでは季節に応じて行事や創作活動、
体操やレクリエーションを行っています。
又、随時ボランティアの慰問も受け付けており、利
用者様も楽しみにされています。

田村市地域包括支援センター

おかえりネットワーク徘徊模擬訓練
令和元年９月から１１月にかけて、都路町・大越町・
船引町において、おかえりネットワーク徘徊模擬訓練を
開催しました。
訓練では、地域で認知症高齢者が行方不明になった
ときに早期発見できる仕組みや接し方を寸劇を見て学ん
でから、認知症高齢者に対する声かけを実際に体験して
いただきました。
参加者からは、『実際にやってみると大変だと思った。
実際にはもっと様子が違うと思うが、良い体験をしたと
思う。』『ゆっくりと間をおいて、相手の立場に立ち話し
かけることが大切だと思った。』などの感想が聞かれま
した。

〜ふれあいカフェ〜『 ひまわり 』
子どもからご高齢の方まで、どなたでも参加できるカ
フェです。
認知症に関する談話や情報交換、専門職による勉強会
や軽体操を行っています。
お茶を飲みながら、気兼ねなく交流しましょう！
皆様のご参加、お待ちしております。

◆開催日時：毎月第１金曜日 10:00 〜 12:00
時間内の出入りは自由です♪
◎今年度の開催内容（予定）
・令和 2 年 2 月 7 日
（金）10:30 〜
講師 ( 株 ) ルネサンス 佐藤 圭太氏による
「元気に！楽しく！認知症予防体操」
・令和 2 年 3 月 6 日（金）10:30 〜
講師 地域包括支援センター職員による
「認知症の症状別の対応方法についてなど」
◆場 所 : 大越ふるさと館１階「消費拡大交流室」
◆参加費 : 200 円（お茶菓子代）
【お問い合わせ】田村市地域包括支援センター ☎ ６８-３７３７
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善意のご寄付ありがとうございます
とうございます
す
本会に対し、善意のご寄付をいただきました。
いただきました。
御遺志
篤 志
厚く御礼を申し上げますとともに、お寄せいた
だいた浄財は地域福祉向上のため有効に活用 滝根町
大越町
させていただきます。
佐藤 健吉 様（故 佐藤 作美 様） 陶芸愛好会 佐々木 セツ 様
吉田 利幸 様（故 吉田ミキ子 様） 大橋 チョウ 様
常葉町
蒲生 幸夫 様（故 蒲生 良夫 様）
望月 隆司 様（７月、
８月、
９月、
１０月、
１１月）
鈴木 秀和 様（故 鈴木 一郎 様）
宗像 勝義 様（物品）
佐藤 衛 様（故 佐藤 ヨシ 様） 吉田 チヨ 様（物品）
佐藤 忠明 様（故 佐藤 忠雄 様） 中町老人クラブ 様（物品）
残間 陽一 様（故 残間 嘉朝 様） 船引町
京扇流 藤紫会様
郡山ヤクルト販売㈱様
永山 真一 様（故 永山 弘 様） 三浦久実子 様（篤志、物品）
西山 政義 様（故 西山 正子 様） 株式会社 鈴船建設 代表取締役 鈴木 広孝 様
西山 幸男 様（故 西山 陽子 様） 船引ロータリークラブ 会長 佐々木俊雄 様
京扇流 藤紫会 家元 京扇藤香 様
先﨑 貴徳 様（故 先﨑 貴一 様）
船引町更生保護女性会 代表 渡辺 美智子 様
鈴木 初雄 様（故 鈴木 昭司 様）
新日本舞踊松栄流すみれ会 会長 松栄 徳寿深 様
船引町
郡山市
松本カヨコ 様（故 松本 昭二 様） 郡山ヤクルト販売株式会社 代表取締役 長谷川 進 様
富士ゼロックス福島 端数倶楽部 代表幹事 市川 明宏 様（物品）
陶芸愛好会様
常葉町中町老人クラブ様
栃木県
※今回掲載しましたご寄付 加藤 莉香子 様（物品）
は、令和元年７月２９日から 神奈川県
浄土真宗本願寺派 来恩寺 様
１２月１５日現在の受付分
静岡県
です。
望月 威男 様（７月、
８月、
９月、
１０月、
１１月）
大阪府
社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 様（物品）
船引町更生保護女性会様 新日本舞踊松栄流すみれ会様

田村市居宅介護支援事業所の紹介

田村市訪問介護事業所の紹介

昨年４月に田村市居宅介護支援事業所（船引町）、田
村市南部居宅介護支援事業所（滝根町）、田村市東部
居宅介護支援事業所（都路町）を統合し、田村市社会福
祉協議会本所（大越町）に事務所を移転しました。
田村市全 域を対 象
として、10名のケアマ
ネージャーが、介護で
お困りの方が、住み慣
れた自宅で 生 活でき
るように、相談や困り
ごとを一 緒 に考えて
お手伝いします。

私たち田村市訪問介護事業所には３６名の職員がいま
す。
その多くは、資格や１０年以上の経験を持っており、田村
市全域を対象として、利用者様が一日でも長くご自宅で生
活できるよう支援をしています。
介護の不安など一人で抱え込まずに、ぜひ、私たちにご
相談下さい。
サービスの内容
要介護者、要支援者及び障害者の自宅に訪問します。
身体介護（食事・入浴・排泄等）
生活援助（買い物・調理・洗濯・掃除等）
身体生活
関係機関等の連絡、相談援助

ケアマネージャーの支援内容
介護保険の説明
介護に対する悩み相談
要介護認定申請の手続き代行
居宅サービス計画書（ケアプラン）の作成
介護サービスを使い始める時の説明や手続き・サービス
利用中の連絡調整や書類の作成等
【お問い合わせ】 田村市居宅介護支援事業所 ☎６1−５１２４

【お問い合わせ】 田村市訪問介護事業所 ☎７９−１２２５
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「常葉老人福祉センター」利用案内
浴室、大広間、個室、会議室などを備えた福祉施設です。
近所の方・老人クラブや趣味のお仲間との会合・ご家族や、
お一人様など、どなたでもぜひご利用ください。
また、マッサージ機（無料）、カラオケ（一曲１００円）も自由
に利用できます。

船引支所のご案内
船引支所の事務所が
昨年4月に移転したので
ご案内いたします。

田村市夜間診療所

社会福祉法人
田村市社会福祉協議会
船引支所
船引保健センター

●利用料金
至船引町横道
◇老人入浴料 １００円
常葉老人福祉センター
◇大人入浴料 ３００円
◇老人休憩料（入浴料含む）
２５０円
常葉中学校
田村市
◇大人休憩料（入浴料含む）
５００円
育
常葉小学校
常葉保育所
※老人（６５歳以上）
白岩医院
●開館日時
常葉郵便局
午前９時〜午後４時
288
（入浴時間は午前１０時〜午後４時）
至都路町
至船引町
●休館日
土、日、祝日、年末年始
※定期運行バスあり（常葉町内、都路、船引（今泉方面））

【お問い合わせ】田村市常葉老人福祉センター ☎７７−２７１４

法律相談会のお知らせ
消費者被害・遺言・相続・成年後見などの多様なニーズに
弁護士が無料で相談に応じます。

消費 者
被害

遺言

成年後見

相続

時

場

３月４日 ( 水 )
午後１時〜４時
申込締切

至門鹿

源次郎線

至288国道
●ホシノスイミング
●船引高校

社会福祉法人田村市社会福祉協議会船引支所
〒963-4312 田村市船引町船引字源次郎131番地

【お問い合わせ】☎82-2943 FAX 82-1808

星の村ふれあい館、スカイパレスときわ
「無料入浴券」ご利用について
昨年７月に老人クラブ会員様へ配布した、星の村ふれあい館、
スカイパレスときわのお風呂が無料で利用できる「無料入浴券」
は、もうご利用いただけましたか？

（※相談時間：お一人当たり 30 分程度）

日

ラ・ルーチェ●

オモテ

ウラ

所

田村市社会福祉協議会
本 所
2/26（水）

●相談員：橋本 隆亮弁護士（たむら法律事務所）
※相談には予約が必要です。
ご予約は、田村市社会福祉協議会 ☎68-3434 まで。
予約受付の際に相談内容によっては、法律相談以外の窓口を
ご紹介する場合がありますので、予めご了承ください。

施設では、無料入浴券利用者を対象としたお得なパックを準
備し、皆様をお待ちしています。
本年度新たに会員となられた方も対象となりますので、相互
の親睦や健康増進を図る機会としてご活用ください。
なお、利用期限は令和２年３月３１日です。お早めのご利用を
お願いいたします。

【お問い合わせ】田村市役所 高齢福祉課 ☎８２-１１１５

