中高生を中心とした『すみたおたすけ隊』。
窓ふきボランティア活動を実施しました。

すみたおたすけ隊 出動しました！

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

あけましておめでとうございます。
町民の皆様に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。また昨年１年間社会福祉協議会の運営に、ご理解・
ご協力を賜りましたことに改めて御礼と感謝を申し上げます。
さて、昨年を振り返りますと、一昨年の１月から続いている
新型コロナウィルス感染症への細心の注意を払いながら活動し
た１年でした。そんな中で、第２期「地域福祉活動計画」の２
年目として、地域福祉では、各地区に相談支援の専門職を配置し、
地区公民館、民生委員などと連携し、積極的に地域課題に取り組んで参りました。
課題の解決に止まらず、各地区の小さな拠点づくりにも参画し、地域の皆様と一緒
に活動できたことは、より一層地域との関りを深めたものと自負しております。
一方、介護保険事業においては、通所介護（デイサービス）事業所の利用実態、ニ
ーズ等を解析し、①リハビリテーションと介護予防を一体的に実施する（とだて）、
②これまでのサービスを継続しながら、さらに中重度利用者様への対応の充実を図る
（アンルス）として機能別に分離しました。移行にあたっては、とだて、アンルス両
事業所の既利用者様の全面的な協力をいただきました。９月から実施し、好評をいた
だいております。
今年も「地域福祉」、「介護保険」の両事業を中心に推進して参ります。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、これまでの福祉課題、生
活課題への取り組みと併せて、コロナ対応等で都度変化する住民ニーズを的確にとら
え、十分対応できる様に意識しながら事業を展開し、私どもの理念である

「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 福祉のまちづくり」
の実現に向けて役職員一同、邁進していく所存です。
今年も住田町社会福祉協議会の活動に注目して頂き、厳しくも温かいご支援をよろ
しくお願い致します。

（10月１日～12月31日）
赤い羽根共同募金運動では、行政連絡員さん・
班長さんを通じて、町民の皆様より戸別募金を頂
きました。また、法人募金として町内87の事業
所様からも募金が寄せられました。
イベント募金として、ゲートボール大会やグラ
ウンドゴルフ大会、下有住マルシェで募金のご協
力をいただきました。
寄せられた募金は、町内の小中学校や福祉団体、
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。
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令和３年度赤い羽根共同募金額（12月末日時点）

～心より感謝申し上げます～

赤い羽根共同募金運動や歳末たすけあい募
金運動に伴い、学校で集められた募金を、町
内の各学校様（世小、有小、住高）から住田
町共同募金委員会にご寄付いただきました。
ありがとうございました。

有住小学校様ご寄付の様子

住田高校様ご寄付の様子

世田米小学校様ご寄付の様子

2022.January No.82

3

(12月１日～12月31日)
歳末たすけあい募金運動では、戸別募金の他、法人募金、学校募金を頂戴いたしました。
皆さまから寄せられた募金は、全額岩手県共同募金会に送られ、住田町共同募金委員会に入
金された後、社会福祉協議会を通じて支援が必要な世帯やよりあいカフェ、ふくしだより等、
地域のために役立てられます。
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。

歳末たすけあい募金額
募金の種類

募金金額

（1,646 世帯）

824,000 円

法人募金 （ギフト光陽様）

30,000 円

戸別募金

4,429 円

学校募金
合

858,429 円

計

歳末たすけあい募金配分内訳
配分内訳

金

額

在宅配分

151,000 円

地域福祉事業助成

664,429 円

配分経費
合

43,000 円
計

858,429 円

赤い羽根共同募金運動並びに歳末たすけあい募金運動において、
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。

すみたおたすけ隊、出動しました！
昨年12月18日（土）、中高生を中心とした『すみたおた
すけ隊』によるボランティア活動が行われました。住田高
校12名、世田米中学校８名のほか、ボランティア活動連
絡会、食生活改善推進協議会（きさらぎ会）、よりあいカ
フェボランティアチームの協力により実施されたものです。
活動は７年目を迎え、今回もひとり暮らし高齢者宅の窓
ふきやよりあいカフェ『しょうわばし』の大掃除にも協力していただきました。
活動先の世帯の方からは、
「めんこい孫（生徒）たちに会えた」「お正月の前に窓が明るくなっ
た」等、声をかけていただき大変喜ばれました。参加した中高生からも、「自分たちの活動で喜
んでもらえて、とても嬉しい。次回も参加したい」等、充実感にあふれた様子でした。
活動終了後は、恒例となった『きさらぎ会特製カレーライス』！ 感染症対策のためそれぞれ
のお持ち帰りとし、おいしくいただきました。次年度も引き続き『すみたおたすけ隊』の活動を
企画する予定ですので、よろしくお願いいたします ! !
おかざわ たけよし

通算10回参加していただいた 岡沢赳充さん（住高）
いつもありがとうございます

1日お疲れさまでした !
※写真撮影時のみマスクを外しています。
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住田町町民後見人フォローアップ講座
昨年11月13日
（土）、20日
（土）の２日間、保健福
祉センターにおいて「町民後見人フォローアップ講
座」を開催し、町民後見人養成講座の修了者と一般
参加者合わせて９名が受講しました。
２日間を通して、成年後見制度や任意後見制度の
基礎、後見人の実務のほか、後見制度以外にも遺言・
相続・委任契約の制度について学び、気仙地区の成
年後見の状況や社協の成年後見相談窓口についての説明も行いました。
リモートで講義していただいた東京大学特任専門職員の東 啓二先生からは、委任契約や任意
後見を組み合わせ、判断能力が弱くなり始めた段階の見守りから後見、死後事務までを支援し、
安心して地域で暮らし続ける「安心まちづくり構想」の提案もあり、受講生の関心を集めました。
今後も、町民後見人のフォローアップや成年後見講座の開催、成年後見相談窓口での相談等、
成年後見制度をより身近に感じられるような活動を行っていきたいと思います。

ふくし の 情 報
【日常生活自立支援事業】
高齢の方や障がいを持った方が安心して生活
が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援
助や代行、それに伴う日常的金銭管理などを支
援する事業です。

【たすけあい金庫貸付事業】
生活費や医療費などの他に、一時的に資金が
必要な方に対し、応急的に資金をお貸しする事
業です。原則、連帯保証人が必要です。

【ボランティア保険】
ボランティア活動中のさまざまな事故による
ケガや損害賠償責任を補償します。補償期間は
加入手続き完了日の翌日午前０時から当該年度
の 3 月 31 日午後 12 時までとなります。

【おげんきみまもりシステム】
ご自宅の電話機を使って１日１回、健康状態
を発信していただくことにより、安否確認がで
きるシステムです。機械の購入や取り付けは必
要なく、料金は通常の通話料のみかかります。

ふくしだよりNo.81

【特殊詐欺電話防止機器の貸出し】
不審電話や振込詐欺対策として、町内の高齢
者に向けて特殊詐欺電話防止機器を無料で貸出
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。（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）

【車イスの貸出し】
急なケガや体調不良により車イスが一時的に
必要になった方へ、車イスを無料で貸出しして
います。（数に限りがあるため、利用希望者が
複数ある場合は、ご希望の日程で貸出しが出来
ない場合があります）

【苦情解決相談窓口】
社協で提供している福祉サービスについてご
意見をたまわり、適正なサービスの提供に努め
るため、相談受付窓口を開設しています。

ご利用・お問い合わせは、

住田町社協

46-2300 まで

掲載記事の訂正とお詫び

ふくしだよりNo.81の「福祉作文コンクール最優秀作品紹介」につきまして、受賞者の学年に誤りがあり
ました。正しくは下記のとおりです。お詫びして訂正いたします。

誤：小学校低学年の部 『ぼくの大すきなおばあちゃん』 有住小学校１年
正：小学校低学年の部 『ぼくの大すきなおばあちゃん』 有住小学校２年

藤井将平
藤井将平
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すみたの赤ちゃんを応援しています

きんの きょうか

金野 杏花ちゃん
（令和３年８月生まれ）

「すみたの赤ちゃん応援事業」
は、子どもが生まれた世帯へ主任
児童委員と民生委員が訪問してお
祝いをするとともに、地域ぐるみ
での子育てを支援する仕組みづく
りを行うことを目的として実施し
ています。
今回ご紹介するのは、世田米地
区にお住まいの『金野杏花』ちゃ
んと『中田優姫』ちゃんです！
愛らしい笑顔にほっこりした気
持ちになりますね！健やかな成長
をお祈りしています。

【応募・お問い合わせ先】住田町社会福祉協議会（

なかだ

ゆ き

中田 優姫ちゃん
（令和３年９月生まれ）

46－2300）

令和３年４月から令和３年12月末日において、個人・団体から寄付金・物
品寄付をいただきました。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。
※写真撮影時のみマスクを外しています。

【寄付金】
吉田 京一 様
村上 勢子 様
遠藤
茂様
匿名 ５名 様、１団体 様
住田ライオンズクラブ 様
住田町グラウンドゴルフ協会 様

トヨタレンタリース岩手様
消毒液スタンドご寄付

日本生命労働組合様
ハッピーサポートカタログご寄付

住田ライオンズクラブ様
非常食ご寄付

住田町グラウンドゴルフ協会様
ホールインワン募金ご寄付

【物品寄付】
日本生命労働組合 様
住田ライオンズクラブ 様
トヨタレンタリース岩手 様

社会福祉法人

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

世田米字川向 96-5
世田米字川向 96-5
上有住字和田野 12-5
上有住字和田野 12-5
下有住字十文字 89-2
下有住字十文字 89-2

岩手県気仙郡住田町世田米字川向96−5

ＴＥＬ0192−46−2300 ＦＡＸ 0192−46−2321

TEL 0192-46-2300
TEL 0192-47-3357
TEL 0192-48-3300
TEL 0192-48-3300
TEL 0192-47-3104
TEL 0192-47-3103

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

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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