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秋風に揺れるすすきと

磐越東線

町民の防災に関する知識と意識

の向上を目的に小野町運動公園に

おいて小野町総合防災訓練が実施

されました︒

当協議会では︑炊き出し訓練及

び緊急避難所開所訓練に参加しま

した︒

参加者の皆様大変お疲れ様でし

た︒
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百々寿サロン

えびす会

百々寿サロンは、
雁股田地区の皆さん（会
員25名）が毎週水曜日にグランドゴルフを楽
しみながら手作り料理を持ち寄り、
楽しい時
間を過ごしております。

えびす会は、
吉野辺早渡地区の皆さん（会
員10名）が毎月20日に地区集会所で手作り
料理を持ち寄り、
にぎやかに楽しく活動され
ております。
７月は認知症の予防について皆
さんで勉強会を行いました。

福祉基金・資金貸付事業
・福祉基金（主体 小野町社会福祉協議会）
小野町に居住する低所得世帯に、無利子・無担保
で貸付を行います。
貸付上限額は100,000円以内

・失業により再就職するまでのつなぎ資金

・生活福祉資金（主体 県社会福祉協議会）
福島県に居住する低所得世帯に貸付を行います。

・学校にかかる費用

貸付内容
・自立のための一時的な資金
・緊急に生計が困難となった場合
等
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『社会福祉のためにお役立てください』と、社会福祉協議会に対し多くの方々より多額のご寄附をいただきました。
お寄せいただいた浄財は、社会福祉事業の資金として役立たせていただきます。今回は平成28年5月から平成28年8
月までにご寄付いただいた皆様のご芳名を掲載させていただきます。(敬称略)

篤志（社会福祉のために）
長谷川耕二（西会津町）

篤志（故叔母 吉田 キヨ）

郡山ヤクルト販売（株）
代表取締役 長谷川 進 篤志（社会福祉のために）

遺志（社会福祉のために）
二瓶 賢一（荒 町）
郡司 嘉彦（小戸神）
國分 幸夫（小戸神）
三本松高夫（小戸神）
小野
茂（雁股田）
西牧 拓也（中 通）
岡田 佳彦（荒 町）
生天目昭夫（大 八）
村上
一（飯豊下）
根本シメ子（夏 井）
藤井 正義（本 町）
田 久雄（本 町）
遠藤 明夫（浮 金）
佐藤 正夫（湯 沢）
小野 一男（雁股田）
羽生 久男（飯豊上）
吉村
力（皮籠石）
矢吹 和明（小野赤沼）

（故母 二瓶トミ子）
（故父 郡司房之助）
（故父 國分 源一）
（故母 三本松カツヨ）
（故母 小野カツ子）
（故義父 三本松武男）
（故父 岡田 亘弘）
（故母 生天目キヨ子）
（故母 村上千惠子）
（故夫 根本 高利）
（故父 藤井 正夫）
（故父
田 則義）
（故母 遠藤美代野）
（故母 佐藤キクエ）
（故母 小野キミヨ）
（故母 羽生キミヨ）
（故父 吉村
智）
（故祖母 矢吹 ヨツ）

郡山ヤクルト販売（株）
長窪 宇市（飯豊上）
松本 重夫（湯 沢）
郡司 敏昭（小戸神）
宗像 幸松（浮 金）
吉田 昌平（谷津作）
近内
治（飯豊上）
島田 篤史（仲 町）
永山 一悳（夏 井）
長久保照雄（浮 金）
松本 稔城（夏 井）
村上 裕章（小野赤沼）
高﨑 光浩（本 町）
柏原 精一（大 八）
早房 利勝（谷津作）
山田 義和（反 町）
草野 幸夫（皮籠石）
北里 浩一（仲 町）

（故母 長窪トクヨ）
（故母 松本 アキ）
（故弟 郡司 嘉彦）
（故祖母 宗像 キヨ）
（故父 吉田 武夫）
（故兄 近内 行男）
（故父 関口 輝雄）
（故父 永山 德三）
（故妻 長久保ミツ）
（故伯父 松本 義明）
（故父 村上
彰）
（故母 高﨑 ナオ）
（故母 柏原ヒサノ）
（故父 早房
實）
（故母 山田チヨ子）
（故兄 草野 精夫）
（故父 北里 利光）
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あんしんサポートって何？
認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、日常生活上の判断に不安のある方を対象に、地域において自立
した生活が送れるよう、金銭管理及び福祉サービスの利用援助等を行う事業です。
どんな支援をしてくれるの？
・福祉サービスの利用援助
福祉サービスに関する情報提供、支払いの手続きなど、安心してご利用できるようお手伝いします。
・日常的金銭管理サービス
生活に必要なお金の出し入れや、公共料金等の支払いをお手伝いします。
・書類等の預かりサービス
通帳や印鑑など、大切な書類を安全な場所でお預かりします。
相談したいときはどうすれば？
相談方法 月曜日〜金曜日 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 30 分
電話や窓口による相談を行います。
相談から契約までは無料です。契約してからの利用料は 1 時間あたり 1,200 円となります。
支援は社会福祉協議会の生活支援員がお手伝いします。お気軽にご相談ください。

社会福祉法人小野町社会福祉協議会
TEL 0247-72-6866 FAX 0247-71-0471
福島県田村郡小野町大字小野新町字美売 57-1
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夏休みの期間を利用して高校生の皆さんにボランティア活動を体
験していただく
「サマーショートボランティアスクール」が今年も行わ
れました。
町内の福祉施設にご協力を頂き、
一人三日間の活動で、
創作活動、
食事や入浴介助、
環境整備、
共同作業などボランティアが行われ、
緊
張や戸惑いの中、
それぞれが目標達成に向け、
真剣に取り組む姿が
見られました。
受け入れていただきました施設の皆様、
ご協力ありがとうございま
した。
また、
ボランティアをされた高校生の皆さん、
お疲れ様でした。

参加者活動感想文より
今回の体験で自分の知らなかったこと
をたくさん知ることができました。介護の
ボランティアの経験を通して、人の笑顔を
見られることに喜びを感じました。人のそ
ばで、直接ふれ合い支えていく介護職に
就きたいと強く思いました。

お互いのコミュニケーションがとれてい
るとよりよい介護につながると思います。
これからはたくさんコミュニケーションを
とって一人でも多くの方に名前を憶えてい
ただくとともに私も利用者の方を早く覚
えたいと思います。

特別養護老人ホームこまち荘
小野高等学校 1年 田中 七星

特別養護老人ホームさくら
小野高等学校 1年 枡内 美紗紀

機能訓練センターさくら
小野高等学校 1年 渡辺 麗葉

初めはとても不安でしたが、利用者の
方々を見ていると明るい気持ちになり、不
安 が 少 しず つ 無 くな りまし た 。サマー
ショートボランティアに参加して、とても
勉強になり、明るく笑 顔でいることがで
きたと思うので良かったです。

緊張しましたが、楽しいレクリエーショ
ンなどを利用者さんと楽しむことができ
ました。また、色々な利用者さんと話すこ
とができました。私は将来グループホーム
で働きたいなと思いました。

施設へ行ってみると今までのイメージと
は違い、とても明るい利用者の方が多く、
私に話しかけてくれたのでとても嬉しかっ
たです。三日間の体験を今後に活かしたい
と思います。

小野高等学校

1年

こまち作業所
郡司 一毅

小野高等学校

2年

こまち作業所
郡司 沙夜加

目が見えない、耳が遠い、いろんな方と
の接し方を職員の方に教えてもらうこと
により、将来介護の職に就いた時役立つ
情報が豊富だった。私のような若い人た
ちがこの職に就き、介護人数を増やして
いけたらと思う。

施設で実施された夏祭りはとても貴重
な体験になりました。準備から運営まで
関わらせていただきましたが、夏祭りに参
加した全ての人が笑 顔で帰っていく姿を
見て、地域の人々にとても愛されているの
だということを肌で感じました。

さくらんぼ仲町
1年 小野 愛望

JAさくらは〜とらいふ小野
小野高等学校 3年 横田 穂乃佳

小野高等学校

初めての施設での活動ということで、と
ても緊 張し不安もありましたがスタッフ
の皆さんと利用者の皆さんが優しく教え
てくれたり、楽しくお話してくれたことで、
不安や緊張も消えてリラックスして活動す
ることができました。

小野高等学校

1年

さくらんぼ
小林 綾奈

将来私が、自分の信念の言葉や、
「あり
がとう」の暖かさを、今度は教えることが
できるような人になるために、
「ありがと
う」と心から言ってもらうことができるよ
うに、何があっても絶対あきらめないで、
努力し続けていく。
デイサービスセンター小野
安積黎明高等学校 1年 上遠野 萌恵
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小野町ボランティアセンター通信
ボランティアセンター主催事業「救急法講習会」
平成28年7月3日（日）当協議会ボランティアセンター
主催により日本赤十字社福島県支部救急法指導員葛西
梅太郎氏を講師に招き、
AEDを用いた救急法や三角巾を
使った怪我や捻挫の応急処置の方法などについて講話
を行いました。
参加者の方からは、
「初めての参加でしたがとても勉強
になりました。経験を生かしていきたいと思います。」と高
評価をいただきました。ありがとうございました。

小野町日赤奉仕団すみれ会

視察研修

平成28年7月13日（水）小野町日赤奉仕団すみれ会
さんが宮城県名取市閖上地区を視察研修しました。
沿岸部を移動しながら案内ガイドによる震災時の状
況及び復興状況についての話がありました。
参加者からは「震災時や、
復興に向け奉仕団は何をす
べきかを改めて考える良い機会となりました。」などの声
もあり、
有意義な研修となりました。

ボランティア活動紹介

ボランティア活動を始めたい方、
すでに活動をしている方のボラ
ンティア登録の受付を随時行なっています。
困ったことがあれば是非ボランティアセンターにご相談ください！
皆さんのペースに合わせて活動ができるよう調整をいたします。
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発行 社会福祉法人小野町社会福祉協議会
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57-1

ひ ま わ り を 植 え ま し た♪

今年の夏はデイサービスセンターの利用者の皆さんとひまわりを植えました。
8 月には大輪の花を咲かせ、施設を明るく彩ってくれました。

種まき

植え替え

間引き
TEL.0247-72-6866

ऌ੨؞Ơǘ½ǯ½

FAX.0247-71-0471

デイサービスセンターの利用者さんから提供いただき、
施設内にて展示しおります。

●こまち荘

TEL 0247-72-6866

FAX 0247-71-0471

FAX 0247-72-6790

○小野町指定相談支援事業所

線

9号

34

小野新町駅

FAX 0247-71-0471

文 小野高校

いわき←

TEL 0247-72-6377

いわき←

○小野町在宅介護支援センター

（指定居宅介護支援事業所）

349号バイパス

TEL 0247-72-6777

磐越自動車道

（指定居宅サービス事業所）

〒

49号線

○小野町老人デイサービスセンター

●町民体育館

●消防署

●警察署
●総合病院

○小野町ボランティアセンター

●運動公園

磐越東線
↓滝根

TEL 0247-72-6866

小野町社会福祉協議会

●役場

字美売57番地１
FAX 0247-71-0471

→郡山

社会福祉法人小野町社会福祉協議会

〒963-3401 田村郡小野町大字小野新町

小野インター

mail:ono-shakyo@sunny.ocn.ne.jp

9 月も終わりに近づき、朝晩の
冷え込みが厳しくなってまいりまし
た。皆さん体調はいかがですか？
季節の変わり目は体調を崩しや
すくなりますので、衣類調整や栄
養・睡眠をよくとって風 邪をひか
ないように注意してください。

→郡山

編集後記

〒963-3401 田村郡小野町大字小野新町字品ノ木111
TEL 0247-61-6101
FAX 0247-61-6102

小野町社会福祉協議会では個人情報保護法に関して適用されている法令、国が定める方針その他の規
範を遵守し、保有する個人情報の保護に努めます。
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