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社会福祉法人住田町社会福祉協議会  岩手県気仙郡住田町世田米字川向96－5
ＴＥＬ0192－46－2300　ＦＡＸ 0192－ 46－2321
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世田米字川向 96-5　　TEL 0192-46-2300

世田米字川向 96-5　　TEL 0192-47-3357

世田米字川向 96-5　　TEL 0192-46-2300

上有住字和田野 12-5　TEL 0192-48-3300

下有住字十文字 89-2　TEL 0192-47-3104

下有住字十文字 89-2　TEL 0192-47-3103

◆居宅介護支援事業所

◆訪問介護事業所

◆訪問入浴介護事業所

◆アンルス通所介護事業所

◆デイサービスセンターとだて

◆グループホームかっこう

令和元年度福祉座談会を開催しました。

　昨年12月に町内５か所で開

催した福祉座談会では、大変多

くの町民の皆様にお越しいただ

きました。

　地域福祉や社協に対する様々

なご意見をいただき、ありがと

うございました。皆様のご意見

を地域福祉活動計画に反映さ

せ、よりよいものにするため取

り組んでまいります。



歳末たすけあい募金額（単位：円） 歳末たすけあい募金配分内訳（単位：円）

歳末たすけあい募金運動歳末たすけあい募金運動 12月１日～12月31日

　歳末たすけあい募金は、戸別募金の他、法人募金、歳末たすけあい芸能祭よりイベント募

金を頂戴いたしました。この募金は支援が必要な世帯や、町内の方が入所されている県内の

施設へ届けられたり、ふれあいサロンやよりあいカフェなどに役立てられます。

　皆様のあたたかいお気持ちに深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

取りまとめにご尽力いただいた行政連絡員、班長の皆様に心より感謝申し上げます。

合　　　計

金　　額配 分 内 訳

合　　　計

募金金額募金の種類

戸別募金

法人募金

イベント募金

（1,703 世帯）

（ギフト光陽様）

（１回）

850,100

30,000

191,500

1,071,600

在宅配分

施設配分

地域福祉事業助成

配分経費

175,000

304,000

542,600

50,000

1,071,600

　新年あけましておめでとうございます。年頭にあたり謹んでご挨拶を

申し上げます。町民の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎え

のこととお慶び申し上げますとともに、日頃より社会福祉協議会の運営

に深いご理解とご支援を賜わり、衷心より感謝申し上げます。

　さて、昨年は令和時代の幕開けの年、町内でも新たな訪問看護事業所

や通所介護事業所の立ち上げ等、町民にとって医療・福祉資源が増えた

という明るい話題がありました。また、秋に発生した台風への対応では、災害時要援護者の

普段からの見守り、避難方法等、様々な課題が見受けられました。

　住田町社会福祉協議会としては「第１期地域福祉活動計画」の最終年度として、介護事業

の展開と共に、よりあいカフェ、おたっしゃ移送サービス等のいわゆる地域福祉事業を推進

し、ほぼ所期の目的は達成出来たと思っております。

　しかし、高齢者世帯の増加、ひきこもり等の福祉課題、生活課題は多様化し、都度変化し

ております。社協ではこれらの課題への取り組みを盛り込んだ形で、「第２期地域福祉活動

計画(案)」をまとめ、町内５地区で福祉座談会を開催し大筋で了解

していただきました。令和２年度には、新たな計画に基づいた事業

が始まります。町民の皆様はもちろん、行政(町)、関係団体等と密

接に連携しながら、皆様とお約束した事業を着実に推進し「共に支

え合い　安心していきいきと暮らせる　福祉のまちづくり」の実現

に向けて邁進していく所存です。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ 住田町社会福祉協議会　会 長　菅 野 孝 男
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　12月９日 (月) ～ 13日 (金) の５日間、町

保健福祉課、民生児童委員協議会との共催

により、町内５地区で福祉座談会を開催し

ました。座談会では、第２期地域福祉活動

計画「すみた輪(和) っこプラン」の策定に

伴い、第１期活動計画の評価と課題、新規

事業を盛り込んだ第２期活動計画 (案) の説

明を行いました。

　年末のお忙しい最中、５日間で社協関係

者を含めた延べ189人の方々がご参加くだ

さり、地域福祉や社協に対する前向きなご

意見を数多くいただきました。また、計画

の方向性については、全地区でこのまま進

めても良いと了承をいただきました。皆様

のご意見を参考に第２期活動計画を策定し、

より良い地域福祉活動に取り組んでまいり

ます。

上有住地区の座談会の様子

地域の皆様のご意見 (抜粋)

令和元年度福祉座談会を開催しました

　●台風19号などの災害を受けて、

　　防災福祉マップの作成が大事

　　だと思った。

　●既に作成したが、

　　　　改めて見直したい。
●要望があるので、

　自分の地区でも

　よりあいカフェを

　やってみたい。

　　●福祉避難所が土石流

　　　地域に入っている。

●避難所まで行ったら他に行くよう

　　に言われた。避難所の整備、

　　　運営を考える必要がある。

●大股の他でも買物

　ツアー開催の要望

　はある？
●子供がボランティアに参加

　していると聞き、自分も参加

　したいが、年齢制限はある?

●介護保険や福祉サービス

　について詳しく知りたい。

●成年後見制度や町民後見人について

　           広く周知してほしい。

●ちょこっとボランティア

　とホームヘルパーの違いが

　分かるように活動内容を検

　　討してもらいたい。

●次期計画に向けて、予算

　や人員は十分なのか？

実施日 地 区 場　　　所 参加数

９日(月)

10日(火)

11日(水)

12日(木)

13日(金)

大　股

世田米

上有住

下有住

五　葉

大股地区公民館

保健福祉センター

上有住地区公民館

下有住地区公民館

五葉地区公民館

30人

42人

44人

43人

30人
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民生児童委員　34名

世田米地区 (１～11区)

川口・大股地区 (12～ 17区)

１区（愛宕）

中里　宣紹

新　任

２区（愛宕）

菅野とみ子

理　事

３区（曙）

泉田　健一

新　任

４区（曙）

横澤　玲子

新　任

５区（曙）

荻原　　勝

新　任

６区（下在）

荒木　達観

新　任

７区（下在）

野呂　昌代

会　長

８区（中沢）

松田　栄吉

新　任

９区（中沢）

髙橋　仁一

監　事

10区（東峰）

橋本　富子
11区（東峰）

泉田すみ子

12区（川口）

吉田　　浩

下有住地区 (18～ 22区)

副会長

18区（火の土）

千葉　直市

新　任

13区（川口）

紺野　昭市

19区（月山）

佐々木ミエコ

新　任

14区（小股）

佐藤　菊子

新　任

20区（月山）

金野　　孝

理　事

15区（大股）

遠藤たか子

21区（外舘）

紺野　栄子

副会長

16・17区（中井･姥石）

大村　孝子

理事・新任

22区（新切）

菊田　忠一

民生児童委員改選のお知らせ
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上有住地区 (23～ 33区)

23区（両向）

松田美代子

新　任

24区（両向）

佐藤みちよ

監　事

25区（恵山）

佐藤　利勝

新　任

26区（坂本）

佐藤　正弘
27区（坂本）

小山　浩子

28区（八日町）

佐藤紳一郎

新　任

29区（八日町）

本田　孫一

理　事

30区（天嶽）

及川　喜悦
31区（寒倉）

金野　和子

新　任

32区（五葉中）

紺野　美香

副会長

33区（大洞）

中澤　正雄

民生委員は地域で一番身近な相談員です。お気軽にご相談ください。

主任児童委員

泉田　淑子 髙橋由美子

〈事務局〉住田町世田米字川向96－５　住田町社会福祉協議会内　　４６－２３００

住田町民生児童委員協議会

◆「民生委員」は、民生委員法によって厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。

社会福祉の増進のために、住民の立場に立って生活や福祉全般に関する相談・援助を行ってお

り、創設100年以上の歴史があります。また、すべての民生委員は児童福祉法によって「児童

委員」も兼ねており、地域の子供たちが安心して暮らせるように、子育ての不安や妊娠中の心

配ごとなどの相談・支援をしています。

◆過疎化や核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを

抱える人や、障がいのある方・高齢者などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがあり

ます。そこで、民生児童委員が地域住民の身近な相談相手になり、支援を必要とする住民と行

政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。

◆「主任児童委員」は、児童福祉に関する事柄を専門に

担当します。児童福祉機関と児童委員の連絡調整を担い、

各地域の児童委員の支援活動を協力、援助します。

新　任
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赤い羽根共同募金活動へのご協力

　昨年12月20日 (金)、住田高校の皆さんが、赤い羽根共

同募金活動で集まった募金を住田町共同募金委員会に寄付

してくださいました。また、25日 (水) には有住小学校の

皆さん、１月28日 (火) には世田米小学校の皆さんからも

寄付をいただきました。

　お寄せいただいた募金は

全額岩手県共同募金会に送

られ、住田町共募に入金さ

れた後、町内の学校や福祉

団体、ボランティア団体等

へ助成され、ふれあいサロ

ンなどにも役立てられま

す。ご協力ありがとうござ

いました。

不審電話に注意！

詐欺防止自動録音機貸し出しのお知らせ

　近年、役場や福祉職員を装った電話で資産状況などを聞きだし、後日その家に訪問して金

品をだまし取る事件や、強盗事件が発生しています。県内においても、昨年から岩手県社会

福祉協議会職員を名乗る不審電話が相次いで報告されています。

　などが特徴です。

　社会福祉協議会から、このような内容の電話をすることはありません。

　少しでも怪しいと思ったら決して質問には答えず、受話器を置いて、ご家族や最寄りの警

察、社会福祉協議会に相談してください。

　不審電話や振り込め詐欺被害の対策として、住田社協では町内の高齢者に向けて電話自動

録音機を無料で貸し出しています。ご自宅の電話機に特別な工事なしで取り付けでき、通話

相手に「会話を録音しています」といったメッセージが流れます。（実際に会話を録音する

には別途ＳＤカードが必要です。）

　設置を希望する方は、住田町社会福祉協議会（　46-2300）までお問い合わせください。

　※７台と数に限りがあるため、一人暮らしの高齢者の方を優先させていただきますのでご

　　了承ください。

有住小学校様有住小学校様

世田米小学校様世田米小学校様

住田高校様住田高校様
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成年後見制度とは

成年後見講演会

　認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断

能力が不十分な方を、家庭裁判所から選ばれた成年

後見人等が法律的に保護・支援する制度です。

　

　　　
障がいのある子どもの財産管理を

誰に頼ればいいの？

認知症になった時お金の管理が心配

～演劇で楽しく学ぶ成年後見制度～

令和２年２月22日 (土)　開場13時　開会13時30分

会場：住田町役場内　町民ホール
住田町世田米字川向88番地１　(　 0192-46-2111)

対象：成年後見制度に興味がある方ならどなたでも

「この町で、安心して、ずぅっと暮らしたい！」

　　～じつは身近な成年後見制度～

　　　　カシオペア権利擁護支援センター所長　小野寺 幸 司氏

「還付金詐欺から友蔵を守れ！」

　　　　　　劇団　友蔵と仲間たち

お問い合わせは、住田町社会福祉協議会（　46-2300）まで

入場無料！

予約不要！

講演

演劇で知る成年後見制度

成年後見制度について楽しく学ぶことができます。

興味のある、詳しく知りたいという方は是非この機会にご参加ください。

生活のお困りごとについてのご相談は

0192-46-2300
（住田町保健福祉センター）

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会
【開設時間】

【開設場所】

8 : 30 ～ 17 : 00
住田町保健福祉センター
　（住田町世田米字川向 96-5）
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このふくしだよりは、 皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。 

無料法律相談（予約制）

◆予約制です。下記まで事前予約してください。

◆個室にて相談にあたりますので、第三者に相談

　内容が漏れることはありません。

◆お問い合わせ先

　住田町社会福祉協議会 (    46-2300)

　毎月弁護士による無料相談を行っています。

債務や相続に関すること、日常生活のお悩みな

ど、お気軽にお問い合わせください。

２月19日(水)

３月27日(金)

■相談予定日■

すみたおたすけ隊

　昨年12月21日 (土)、町内の中高生とボラ

ンティア活動連絡会が中心となって行う「す

みたおたすけ隊」が実施されました。

　おたすけ隊は結成５年目。24名の中高生

が参加し、一人暮らしの高齢者宅の窓拭きの

他、クモの巣払いや掃除機掛け、電球掃除な

どを行いました。活動先の方からは「おかげ

で明るい正月を迎えられます。高い所などは

中々できないのでとても助かりました。」と

喜んでいただきました。また、通算５回ボラ

ンティアに参加された２名の方へ記念品が贈

呈されました。活動後は食生活改善推進員さ

ん特製のカレーライスをおいしくいただきま

した。

　来年度も引き続き「すみたおたすけ隊」の

活動を予定していますので、よろしくお願い

いたします。

冬

シルバー人材センター会員募集シルバー人材センター会員募集
新年度からの会員募集を行います。

入会条件

・60歳以上で働く意欲のある方

・シルバー人材センターの趣旨に賛同してい

　ただける方

・傷害保険料分の年会費を納入していただけ

　る方

仕事内容

・主に草刈り、草取り、剪定作業など

興味のある方、入会希望の方は、４月開催の総会

に是非ご参加ください。

◆お問い合わせは

　担当：中里・松田（　46-2300）まで
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