住田町社会福祉協議会

第６回社会福祉大会を開催しました !

※記念撮影時のみ、マスクを外しております

３月12日、第６回住田町社会福祉大会を開催し、地域の社会福祉事業に永年
にわたり貢献いただいた社会福祉事業功労者５名、永年勤続功労者22名を表彰
いたしました。

社会福祉法人

※詳細は５ページへ！

住田町社会福祉協議会

おらほの事業所

◆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
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ＱＲコードからホームページと
Facebook にアクセスできます！

ホームページ

Facebook

令和３年度

社会福祉協議会

事業方針

Ⅰ 基本方針
令和２年度は第２期「住田町地域福祉活動計画」の初年度としてスタートを切りましたが、
新型コロナウイルス感染症という新たな脅威に翻弄された１年となりました。
迎えて令和３年度においても、新型コロナウイルス感染症対策をとりつつ事業運営の見直
しを図りながら、住田町の福祉の推進に努めてまいります。
地域福祉においては、昨年町内各地区に配置した相談員が一定の成果を上げています。今
年度も引き続き相談業務専門職を配置し、地区公民館、民生委員などと連携して地域課題に
取り組んでまいります。
介護保険事業においては、今年度まさに「変化の年」になります。「デイサービスセンタ
ーとだて」「アンルス通所介護事業所」の事業を機能別にし、サービス内容を全面的に見直
してまいります。「とだて」には、リハビリ専門職を配置し、リハビリテーションと介護予
防事業を一体的に実施したいと考えています。「アンルス」は看護・介護の強化を図り、今
までの事業を継続しながら中～重度の方への対応の充実を図ってまいります。
これら事業の開始時期や、詳細情報については、後日改めて周知いたします。
私共は、コロナ禍において在宅で生活していくために必要な支援
の継続や、地域の皆様とのつながりを途切れさせない支援の重要性
を強く感じています。「ずっと住みたい町で、共に支え合い、安心
していきいきと暮らせる福祉のまち」をつくるため、役職員一同取
り組んでまいります。

地域福祉事業
について

●総合相談窓口を充実させます。困ったときにすぐ相談できる体制づくりや、
各地区担当の相談員が地域に出向き、支援を行います。
●地域の見守り体制の強化、災害時の安否確認方法の普及を図るため、地域の
皆様と協力して防災福祉マップを作成します。

在宅福祉活動
について

●介護サービス事業では、ご利用者様の身体機能低下を防ぎ、自立した生活を
営んでいただけるように支援します。
●コロナ禍でも必要な在宅支援サービスが継続して提供出来るよう体制を整え
てまいります。

法人運営の
基盤整備

●ふくしだよりやホームページの他、Facebookを活用するなど情報発信の幅
を広げ、広い世代に社会福祉についての興味を持ってもらえるよう働きかけ
ます。
●役員による企画委員会や職員による研修、業務改善等の各委員会活動を積極
的に行い、法人としてのスキルアップを図ります。
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住田町社会福祉協議会
社会福祉事業

法人運営事業

地域福祉事業

介護サービス事業
７高齢者生活福祉センター事業

６グループホームかっこう事業

５デイサービスセンターとだて通所介護事業

①おたっしゃ移送サービス事業

〕

４アンルス通所介護事業

〔

３訪問入浴介護事業

①権利擁護事業 ②在宅介護者支援事業
③障がい者支援事業 ④子育て支援事業
⑤ふれあいサロン事業
⑥福祉のまちづくり事業
・防災福祉マップ作成事業
・よりあいカフェ事業
・ひきこもり支援事業

２訪問介護事業

１居宅介護支援事業

７ リハビリテーション支援事業

６生活困窮者自立支援事業

５地域ささえあい事業

①生活福祉資金貸付事業
②生活福祉資金相談員設置事業

４移送サービス事業

①共同募金一般配分事業
②歳末たすけあい配分事業

３たすけあい金庫貸付事業

２生活福祉資金貸付事業

１共同募金配分金事業

２福祉基金事業

１法人運営事業

住田町社会福祉協議会事業体系

社会福祉法人

生活支援コーディネーター・ＣＳＷ

令和３年度 資金収支予算

（自）令和３年４月１日
（至）令和４年３月31日
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職員体制一覧
令和３年度 住田町社会福祉協議会組織図

住田町社会福祉協議会職員募集
◆雇用形態：準職員、パート職員 ◆勤務内容：ヘルパー、介護職員
◆勤務地：住田町内
◆給
与：社協規定による
◆募集人数：若干名
◆年 齢：18 ～ 60歳まで
※介護経験の有無は問いません。
※詳細につきましては、社会福祉協議会（ 46-2300）までお問い合わせください。

新所長 ・ 新 職 員 紹 介
●アンルス通所介護事業所

所長

きくち

のりこ

菊池

徳子

４月からアンルス通所介護事業所の所長になりました菊池徳子です。所長と
しては不慣れな部分があると思いますが、心機一転、職員みんなと協力して、
皆さまが笑顔で「楽しかった」「また来たい」と思っていただけるようなアン
ルスを目指しますので、よろしくお願いいたします！
なかさと

●訪問介護事業所 所 長 中里ちえみ
４月から訪問介護事業所所長となりました中里ちえみです。これまで訪問介
護事業所職員として利用者の皆さまが住み慣れた町で安心して暮らすことが出
来るよう励んでまいりました。これからは所長として皆さまのお役に立てるよ
う、事業所職員と協力し合いながらより一層頑張りたいと思いますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。
なかむら

●デイサービスセンターとだて 作業療法士 中村

あいり

碧里

昨年の12月からデイサービスセンターとだてに勤務している中村碧里です。
以前は釜石市内の施設で作業療法士として働いておりました。地元住田町で今
までの経験を活かし、利用者様やご家族様の気持ちに寄り添ったサービスを提
供出来るよう頑張りたいと思いますので、宜しくお願いします。
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社会福祉大会で表彰された方々をご紹介します
第６回住田町社会福祉大会を３月12日に開催いたしました。
表彰された方々は以下のとおりです。

受 賞 者

社会福祉事業功労者
社会福祉事業に従事され
ている方で、永年にわた
り町内の社会福祉事業に
ご貢献いただいた方々を
讃え表彰いたしました。

永年勤続功労者
町内の社会福祉法人の職
員で 20 年以上勤続され
た方々を讃え表彰いたし
ました。

高橋 竜哉
菅野 孝男
高萩 久之
柘植 孝子
日野美佐子

様
様
様
様
様

社会福祉法人鳴瀬会
吉田美奈子
遠藤 美樹
熊谷
修
吉田 優子

様
様
様
様

佐々木洋子 様
吉田レイ子 様
高橋 博子 様

紺野貴代子 様
大和田和美 様
遠藤 桃恵 様

佐々木純子 様
長谷川孝子 様
吉田 暁子 様

水野
紺野

金野千恵美 様
佐藤 千寿 様

住田町社会福祉協議会
吉田
佐藤
澁佐

秀昭 様
京子 様
敏恵 様

黒澤
菊池

康子 様
和子 様

授賞式の様子。
コロナ感染症予防のため、代表受領者のみの出席となりました。

直子 様
チヤ 様

受賞された方々には賞状と記念品が贈呈されました。

社会福祉大会 Q＆A
Q１. 社会福祉大会ってどんな大会？
Ａ 町民総参加による福祉の町づくりを推進することを目的とした大会です。
さらに、町内の社会福祉事業功労者や社会福祉団体役職員等の功績を讃える大会で、令和２年
度から毎年開催いたします。

Q２. 住田町老人クラブ大会「大樹祭」（３年に１度）と一緒に開催していたのでは？
Ａ 大樹祭はこれまで通り３年に１度の開催で今年の11月に開催を予定しております。

Q３. 町内の社会福祉事業への功績を讃えて表彰とありますが、他にも該当の方がいるのでは？
Ａ 住田町社会福祉大会では県や町で功労者として表彰されていない方を対象としています。
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令和２年度 赤い羽根共同募金助成事業報 告
皆様からいただいた募金は、下記の学校や団体等に助成されました。

みなさまのあたたかいお気持ちに
心から感謝申し上げます
みなさまからいただいた募金は、高齢者・障がい者・児童・ボランティ
ア・サロン活動など、町内のさまざまな地域福祉活動の推進に役立てられています。

～助成による活動の一部をご紹介します～

有住中学校

老人クラブ連合会

地域の方々へ日頃の感謝を込めたカードをお
送りしました。

グラウンドゴルフ大会やゲートボール大会を
開催し、健康増進や相互交流の場づくりを行い
ました。

音声訳ボランティア りぼ ん

介護者リフレッシュ事業

目の見えない方々のために、広報すみたの音
声録音テープを作成しお送りしました。

日頃から在宅介護に努めている方々のリフレ
ッシュのため、ラフターヨガ（笑いヨガ）教室
を開催しました。
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民 生児童委員は
厚生労働大臣から委嘱された地
域福祉を担うボランティアです。
同じ地域で生活する住民の一員
として、さまざまな生活上の困り
ごとの相談に応じ、必要な支援を
受けられるよう、地域の専門機関
への「つなぎ役」を担っています。

主任児童委員は
民生児童委員活動のなかでも、
学校などと連携し、子どもや子育
てに関する支援を担うために選任
されています。世田米と有住に各
１名の主任児童委員が配置され活
動しています。

５月12日～ 18日は民生児童委員活動強化週間です。
感染症対策を実施しながら、担当地区の訪問を予定しています！

弁護士相談

※令和３年４月から所得に応じて有料となります。

東日本大震災の被災者に対する援助のための無料法律相談は令和３年３月31日で
終了しましたが、引き続き弁護士相談を受付けています。
料金等詳細については下記へお問い合わせください。
◆事前予約制です。各相談日先着で２組受け付けます。
相談開始時間は ①17時00分からと ②18時00分からの２枠です。
◆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)

■相談予定日 ５月25日（火） 6月16日（水）

7月27日（火） 8月24日（火） 9月29日（水）
生活のお困りごとについてのご相談は

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会
0192-46-2300
（住田町保健福祉センター）

【開設時間】 8

: 30 ～ 17 : 30

【開設場所】 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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よりあいカフェ (地域型)新規運営者募集！

防災福祉マップを作ってみませんか？

よりあいカフェは誰もが気兼ねなく寄り合い、
お茶を飲んだり、話語りをするところです。
地域型のよりあいカフェは、町内に17か所
設置されています。
あなたの地域にも新しくよりあいカフェを作
ってみませんか？
社会福祉協議会ではよりあいカフェ立ち上げ
をお手伝いしています。
よりあいカフェの運営に関心のある方、運営
を行ってみたい方は、住田町社会福祉協議会へ
お問い合わせください。（ 46-2300）

防災福祉マップは地域での日頃の見守り体制
を構築するとともに、災害時の安否確認の方法
を一人一人が理解し自主防災に役立てるもので
す。
社会福祉協議会では、自治公民館単位での防
災福祉マップ作りを支援しています。
関心のある方は、住田町社会福祉協議会へお
問い合わせください。（

46-2300）

恵山地区での防災福祉マップ作成の様子 (令和２年度)
令和２年度に新しく出来たおおまたカフェでの七夕会の様子

コロナ禍だからこそ、 地域のつながりを
強くしていきましょう！

【防災福祉マップ作成済み地区】
中沢、大股 (全地区)、月山、火の土、両向、
恵山、坂本、天嶽、五葉 (全地区)

令和３年３月１日から令和３年４月15日において、個人・団体から寄付金・物品寄附をい
ただきました。いただいた寄付金・物品は社会福祉
協議会の福祉事業に活用して参ります。
誠にありがとうございました。
【寄付金】
◆団体 住田町グラウンドゴルフ協会 様 32,100円
根っ子の会 様
35,000円
◆個人 村上勢子 様・吉田京一 様・匿名 様
【物品寄附】
防護服支援プロジェクト応援団体
株式会社 新 様 防護服200着

防護服ご寄付の様子

住田町シルバー人材センターでは令和３年度の新規会員を募集します！
シルバー人材センターに興味がある方や60歳以上の健康で働く
意欲のある方！ まずはお気軽にお問い合わせください！
事務局：金野（

46－2300）

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。
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