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矢吹町ひかり保育園で避難訓練が行われました。
消防車や救急車を見せてもらったり、記念撮影
もしました。
憧れの消防士さんのヘルメットを被せてもらい、
気分はすっかり消防士。見上げる眼差しの先に、
町の将来を託して・・・。
「大きくなったら
　　　　　　矢吹町の安全は、ぼくに任せて！」

社協社協だより
平成27年
10.1 発行No.54矢吹町

ちびっこ消防士　誕生！もくじ
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54号 54号
平成２７年度　事業計画

●組織の整備・拡充、財政基盤の確立

●介護保険事業、障害者自立支援事業の充実

●ボランティア活動の推進

●福祉団体活動への協力

●保育園事業の充実

●その他

・理事会・評議員会の開催
・監事監査の実施
・会員加入促進
・共同募金配分金の有効活用

・通所介護事業
・訪問介護事業
・地域包括支援センター事業
・居宅介護事業（障害者）

・配食サービス等高齢者福祉サービス
・ファミリーサポートセンター事業
・ふれあいいきいきサロンの推進
・福祉マップ事業
・あんしんサポート事業
・災害避難者支援（生活支援相談員活動）

・ボランティアセンター事業（登録・斡旋・研修・育成）
・ボランティア団体助成
・災害ボランティアセンター事業

・ひかり保育園の運営

・各種募金活動の推進
・心配ごと相談所開設
・生活援助資金・生活福祉資金の貸付
・保健福祉センター指定管理事業

平 成 2 7 年 度 　 日 本 赤 十 字 社 員 社 費 納 入 報 告

２，０２２，１００円　　４，１２６件（８月末現在）

納入いただいた社費は「災害救援活動」、「国際活動」、「血液事業」、「奉仕活動」
等の事業に活用されます。ご協力ありがとうございました。

平成27年度　社会福祉協議会予算
収入　　　　　（単位：千円） 支出　　　　　（単位：千円）

会費収入  4,700 
寄附金収入  2,001 
経常経費補助金収入

3,309 
受託金収入  39,084 

貸付事業収入
200 
事業収入

186 

介護保険収入
111,062 

保育事業収入
104,831 

障害福祉サービス等事業収入
2,760 

受取利息配当金収入  104 
その他の収入  1,508 

サービス区分間繰入金収入  
30,423 

前期末支払資金残高
41,861 

人件費支出
187,032 

事業費支出
34,549 

事務費支出
34,248 

貸付事業支出　1,051 
返還金支出　5,524 
助成金支出　1,150 
負担金支出　167 
その他の支出　1,381 
積立資産支出　8,095 

サービス区分間繰入金支出
30,423 

その他の活動による支出
13,598 

予備費　24,811 

収入合計
342,029 

千円

支出合計
342,029 

千円

・老人クラブ連合会　赤十字奉仕団　身体障害者福祉会　他
・福祉団体助成金の有効活用

●地域福祉、在宅福祉サービスの充実

認知症予防教室認知症予防教室

サマーショートボランティアサマーショートボランティア

駅清掃ボランティア（FD矢吹グループ）駅清掃ボランティア（FD矢吹グループ）

グラウンドゴルフ大会（老人クラブ）グラウンドゴルフ大会（老人クラブ）
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54号 54号
平成２６年度　事業報告

●組織の整備・拡充、財政基盤の確立

●介護保険事業、障害者自立支援事業

●地域福祉、在宅福祉サービス事業

●ボランティア活動の推進

●福祉団体活動への協力

●保育園事業の充実

●その他

・理事会５回・評議員会４回・監事監査１回　開催
・会員募集（一般会員会費５月・法人会員会費７月実施）

・通所介護事業（利用者　延べ 8,295 人）
・訪問介護事業（活動時間　延べ 8,089 時間）
・地域包括支援センター事業（対象者　延べ 1,605 人　相談件数　延べ 992 件）
・居宅介護事業（障害者）（活動回数　延べ 908 回）

・配食サービス（配食数　延べ 1,721 食）
・はり・灸・マッサージ等施術費助成（利用者数　１名）
・老人家庭寝具類消毒・乾燥サービス事業（利用枚数　80 枚）
・自立支援ホームヘルパー事業（利用者数　１名）
・ファミリーサポートセンター事業（会員数　104 名　利用時間　延べ　376.5 時間）
・ふれあい★いきいきサロンの推進
（開催地区及び回数　21 地区 170 回　参加者数　延べ 3,542 人）
・福祉マップ事業（登録世帯数　　517 世帯）
・あんしんサポート事業（利用者数２名　利用回数　75 回）
・災害避難者支援（見守り訪問回数　2,064 回）※留守宅も含む

・ボランティアセンター事業（登録者数　個人 47 名　団体６団体　102 名）
・ボランティア活動（活動件数　222 件　延べ 1,030 名）
・ボランティア養成講座、サマーショートボランティア、ボランティアフェスタ、
  被災地ボランティアツアーの実施

・老人クラブ連合会　赤十字奉仕団　身体障害者福祉会　他
・福祉団体助成金の交付（団体数　13 団体）

・ひかり保育園の運営（園児数　130 名３月末現在）

・各種募金活動の推進　（赤い羽根共同募金　2,807,600 円　　歳末たすけあい募金　2,012,300 円）
・心配ごと相談所事業　（相談件数　　32 件）
・生活援助資金貸付（貸付件数　４件）生活福祉資金貸付（貸付件数　１件）
・保健福祉センター指定管理事業（利用件数　177 件）

（平成 27 年 3月 1日から 8月末日現在　敬称略）※【　】内は故人のお名前です。

常松一也【五郎】北町
野崎浩慶【水野谷正美】八幡町
佐久間真【ナカ】陣ヶ岡
矢吹公臣【洋】南町
関根保夫【ヨシミ】天開
大和田均【良江】鍋内
小林孝次【リイ】　中丸
安田淳一【淳示】　本町
柏村一樹【正雄】　東長峰　
丹内宏忠【節子】　三城目
小板橋正次【源次郎】本郷町

泉川俊夫【保司】白山
白坂忠直【忠好】中野目西
熊田隆吉【忠雄】弥栄
渡邊潔【義一】明新上
梅宮寛【キヌ】小松
二瓶勝人【光治】弥栄
鈴木浩一【イシ】西長峰
仲西康夫【節子】本町
大竹隆幸【秋夫】大池
堀井忠典【タマ】白山
角田一【秀夫】東ノ内

遠藤瑞八【重衛】西長峰
佐藤洋一【隆】中町
佐藤映仁【清隆】新町
来島徳太郎【多三郎】明新原
青木光直【元光】住吉
畠山和也【忠二】上敷面
犬上正樹【昭典】新町
西野隆【光子】曙町
笹川正一【勇夫】中町
奈良祐貴【修二】八幡町	
横田春一【ユハヨ】弥栄

佐久間喜良【恵美子】白山
樋口博行【務】弥栄
柏村久良【トク子】小松
東海林裕一【孝子】大町
秦仁志【伊藤祐輝】白山
星透【文善】赤沢
高久公夫【ミノ】大久保
石原浩市【ツネ子】花咲
穂積勝恵【節子】小松
三森晋雄【カツ子】弥栄
近藤祐子【忠幸】善郷内

御意志金

一 般 寄 付
（平成 27 年 3 月 1 日から 8 月末日現在）
椎名直久様（いわき市）５，０００円
アラジン矢吹店様　　定期的にお菓子を多数
郡山ヤクルト販売株式会社　代表取締役　長谷川進様　１０，０００円
お寄せいただいた寄付金は、地域福祉向上のため大切に活用させて頂きます。

平成26年度　社会福祉協議会決算
収入　　　　　（単位：千円） 支出　　　　　（単位：千円）

会費収入　5,166 
寄附金収入　2,431 
経常経費補助金収入

1,000 
助成金収入　35 

受託金収入
31,552 

事業収入　6,062 
貸付事業等収入

68 

受取利息配当金収入　102 

経理区分間
繰入金収入

35,492 

施設整備等補助金収入
5,716 

その他の収入
4,154 

前期末支払資金残高
68,932 

人件費支出
176,465 

事務費支出
19,937 

共同募金
配分金収入

2,198 

介護保険収入
102,872 

自立支援費等
収入

3,179 

運営費収入
107,766 私的契約

利用料
206 

経常経費補助金
（ひかり保育園）

8,980 
雑収入　2,465 

事業費支出
44,820 

貸付事業支出
90 

助成金支出　1,099 
負担金支出　119 
経理区分間繰入金支出　35,492 

固定資産取得支出　9,048 
積立資産支出　26,090 

収入合計
388,376 

千円

支出合計
388,376 

 千円

次期繰越活動収支差額　75,216 

ひとり暮らし高齢者のつどいひとり暮らし高齢者のつどい

サロン遠足サロン遠足

被災地ボランティア（南相馬市小高地区）被災地ボランティア（南相馬市小高地区）

福祉団体助成金交付式福祉団体助成金交付式



54号 54号

76

　　　　　　　　

1. 39. 77.
2. 40. 78.
3. 41. 79.
4. 42. 80.
5. 43. 81.
6. 44. 82.
7. 45. 83.
8. 46. 84.
9. 47. 85.
10. 48. 86.
11. 49. 87.
12. 50. 88.
13. 51. 89.
14. 52. 90.
15. 53. 91.
16. 54. 92.
17. 55. 93.
18. 56. 94.
19. 57. 95.
20. 58. 96.
21. 59. 97.
22. 60. 98.
23. 61. 99.
24. 62. 100.
25. 63. 101.
26. 64. 102.
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30. 68. 106.
31. 69. 107.
32. 70. 108.
33. 71. 109.
34. 72. 110.
35. 73. 111.
36. 74. 112.
37. 75. 113.
38. 76. 114.

平成２７年度　社会福祉協議会一般会費・法人会費納入報告（８月末現在）
本年度も町民の皆様、企業主様より、社会福祉協議会事業へのご理解とご協力を頂くことができました。
これらの財源をもとに一層充実した地域福祉事業推進に取り組んでまいります。

一般会費
法人会費

4,074,000
1,135,000

円
円

件
件

4,163
114

法人会員加入企業名（順不同）

　私の妻が亡くなって８年になる。妻に先立たれた時は言えようのない喪失感とそれに高齢になって一人取
り残された生活の不安が募る。
　嫁に行っていた次女が心配して友人が務めていた町地域包括支援センターに相談した。その紹介でＪＡ東
西しらかわいきいき福祉センターから、生活支援事業 ( 自費負担 ) としてヘルパーさんを派遣していただけ
るようになった。
　ヘルパーさんはどなたも優しく親切で生活の援助をしてくれた。しかし、私は家に閉じこもりがちで外の
人と触れるのを避けていた。そのため身体機能も落ちこんだ。そのころケアマネージーの方が来訪して要介
護の申請をすすめられ、要支援２と認定された。それからケアマネージャーは再三デイサービスを受け、利
用者との交流をすすめられた。私はそのたび集団生活になるのを断っていたが、ケアマネージャーの熱意に
ほだされ、会田通所リハビリテーションに週２回通うようになった。主任はじめ職員スタッフの親身な介助
を受け、また利用者どうしの交流もあってすっかり元気をとりもどした。

福祉の優しい手で 戸倉 省三

それから自宅では民生委員の積極的なすすめで、町社会福祉協議会が
援助されている「ふれあいいきいきサロン」の５区に参加、身近な人
たちとお茶を飲んだり、軽い運動したり、常に談笑の絶えない喜びを
味わった。
　今、思えば福祉のいろんな方たちの暖かに差しのべてくれた手で、
高齢の一人暮らしの生活にも自信がついた。ありがとうございました。

平成２７年度　２０地区ふれあい★いきいきサロン開催予定表

ジュピアランドひらたへ遠足
（2区東サロン）

ジュピアランドひらたへ遠足
（2区東サロン）

甘茶祭り（大和久サロン）甘茶祭り（大和久サロン）

須藤精密工業（有）
福島協栄（株）
ラーメンショップ矢吹店
根本実業（有）
（医）櫻仁会（西白河病院）
（株）大協製作所
（株）平成工業
丸永運送（株）
（株）浦島通信
白河信用金庫矢吹支店
（有）宝鮨
（有）ひらが
富士屋産業（株）
（合名会社）大木代吉本店
（資）安藤製材所
（株）ホテルニュー日活
（株）阿部工業
伸和建設（株）
（有）矢吹家具卸売センター
根本電子（株）
（有）ヤマサ自動車整備工場
ウインファーマ（株）（ウイン調剤薬局）
（株）ヨークベニマル
（株）天乃屋
（株）高商
サトー商会（有）工場
（有）佐久間自動車整備工場
（株）ダイナム矢吹店
（有）サンユーニ
（有）エスク
（株）ブイ・テック
（株）ＧＦグローイング
（有）村上工務店
太田工業（株）
（有）溝井製作所
昭和電器（株）
円谷獣医科医院
（株）円谷建業

（有）ツムラヤ
（株）薄葉電機商会
（有）ファーストポイント（ことことキッチン）
（株）長尾鉱業
白河信用金庫矢吹東支店
（有）渡辺新聞店
（有）こばり製作所
（有）中畑有機農産
（有）水野谷自動車
ライオンパッケージング（株）
YAMAGATA　JAPAN（株）
テイエフオー（株）
（有）堀井商店（セブンイレブン大畑店）
（有）藤井製作所
郡山冷蔵製氷（株）
三神運送（株）
（株）小針運送
（有）矢吹防災センター
（有）渡邊電機
福南自動車工業（有）
高田工業（株）
（有）オカノエンタプライズ
（株）ユニゾン
ヤマト運輸（株）
東西しらかわ農業協同組合（矢吹中央支店）
ヤンマーアグリジャパン（株）矢吹支店
（株）リオンドール矢吹店
（有）くりさき
（株）サイトウ
須賀川瓦斯（株）（酒スーパー矢吹八幡町店）
（有）富永電設
（有）観音湯
（有）田村庭苑
（株）グリーンラボ
（株）矢吹自動車教習所
（有）良生舎
（有）末広電機
LIXIL ビバ（株）

レンゴー（株）福島矢吹工場
（株）未来制御
（株）ジェージー矢吹（矢吹ゴルフ倶楽部）
仲畠商事（有）
（株）浅川電設
（有）降矢薬局
福陽ガス（株）
（株）アラジン矢吹店
（有）ぱそぷら
（有）テレメディア東北（ドコモ・au）
（株）東邦銀行
（株）緑マーク福島工場
（有）さかもと
（有）内山商店
（有）熊田石油店
（医）小針医院
（有）えびすや商店
（有）須釜商店
（宗）大福寺
（株）青池製作所
全国酪農業協同組合連合会
（有）いやさか
（医）あさひ会渡部医院
（株）大馬工務店
（株）井出商会
（有）根本設備工業
（有）大道技術設計
（有）鎌田自動車整備工場
東京セメント工業（株）
（有）大木緑花園
松谷重機工業
（有）安田住建
白河農業協同組合（三神支所）
（株）ヨシダ建設
（有）大和クリーンサービス
矢吹運送（有）
（株）黒龍堂
エースパック（株）矢吹工場

サロン名 5区 西原 なごみの会 須乗 ２区西 本村 ２区東 大和久 井戸尻 三城目

場所 ５区
集会所

西原
公民館

善郷
集会所

須乗
公民館

２区
コミュセン

中畑
公民館

小池
会館

大和
久集会所

井戸
尻集会所

三城目
集会所

時間 9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

13:30 ～
15:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

13:30 ～
15:30

9:30 ～
11:30

日程 第３月曜日第 3木曜日第 3木曜日第 3金曜日第 4木曜日第 4木曜日第 4金曜日第２木曜日第 2水曜日第 3水曜日

10 月
19 日 15日 15日 16日 22日 22日 23日 調整中 14日 15日

口腔ケア 口腔ケア ウオーキング 口腔ケア 文化箏 カード 文化箏 バス遠足 芋煮会 口腔ケア

11 月
16 日 19日 19日 20日 26日 26日 27日 12日 調整中 18日

芋煮会 フラダンス 脳トレＧ 脳トレＧ あゆり温泉 口腔ケア 芋煮会 芋煮会 他地区交流 芋煮会

12 月
21 日 17日 1日 18日 17日 24日 25日 10日 ９日 16日

Xmas 会 ヤクルト 認知症 Xmas 忘年会 芋煮会 Xmas 忘年会 Xmas 忘年会 Xmas 忘年会 忘年会 Xmas 忘年会

1 月
18 日 21日 21日 15日 28日 28日 22日 14日 13日 ８日

新年会 新年会食 団子さし 新年会 新年会 福笑い 新年会 団子さし 新年会 体操・笑いヨガ

2 月
15 日 18日 18日 19日 25日 25日 26日 ＊ 18日 10日 17日

文化亊 じゃがG 編み物 雪見会食 雛祭り 計画協議 あゆり温泉 計画協議 計画協議 坊主めくり

3 月
14 日 17日 17日 18日 24日 24日 25日 10日 ９日 16日

認知症 カードG まとめ 思い出会 思い出会 思い出会 思い出会 文化亊 あゆり温泉 反省会

サロン名 神田 寺内 柿の内 明新 南沢 文京 1区 3区田町 長峰 松倉

場所 神田
集会所

寺内
公民館

柿の内
集会所

明新
集会所

南沢
集会所

文京
集会所

一区
自治会館

田町
集会所

長峰
集会所

松倉
公民館

時間 9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

9:30 ～
11:30

13:30 ～
15:30

9:30 ～
11:30

日程 第 1月曜日第１火曜日 不定期 第１木曜日第 1金曜日第 2月曜日第 1水曜日第 2水曜日第 2木曜日第 2金曜日

10 月
5 日 6日 8日 2日 19日 7日 8日 9日

じゃがＧ 文化亊 口腔ケア 口腔ケア ラダーＧ 芋煮会 口腔ケア 言葉作り

11 月
2 日 10日 19日 5日 6日 9日 11日 11日 12日 13日

芋煮会 あゆり温泉 口腔ケア 芋煮会 神田交流 認知症 風船バレー 認知症 輪投げ 輪投げ

12 月
7 日 8日 3日 4日 14日 2日 10日 11日

忘年会 フラダンス 忘年会 輪投げ Xmas忘年会 笑いヨガ 忘年会 認知症

1 月
12 日 12日 7日 8日 11日 13日 8日

体操 カラオケ 新年会 新年会 団子さし 団子さし かるた

2 月
8 日 2日 未定 4日 5日 8日 3日 10日 18日 12日

計画協議 輪投げ 室内ゲート 風船バレー 計画協議 口腔ケア 計画協議 団子さし 雑巾縫い 坊主めくり

3 月
7 日 8日 3日 4日 14日 2日 9日 10日 11日

思い出会 手品 雛祭り 風船バレー 転倒予防 雛祭り ダンスです 思い出会 パズル

「まごごろ弁当もおいしくいただい
てます。」とにこやかにお話をして
くださいました。

右（戸倉さん）
左（ヘルパーさん）
右（戸倉さん）
左（ヘルパーさん）
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編集後記
　暑い夏も終わり少しずつ秋の気配が感じられるようになってきました。
今号では、介護予防にスポットをあて体験談を掲載しました。
投稿してくださった戸倉さんの言葉に「福祉の優しい手」とあります。介護、福祉関係の方々の差しのべた手も暖かで素晴
らしいですが、勇気をだしてその手を繋いだ戸倉さんご本人の手も優しく、暖かくそして、力強く、素晴らしいと感じました。
繋いだ手から「思いやりの心」「感謝の気持ち」「元気で過ごしたいという意欲」が生まれてくるのかもしれませんね。
社会福祉協議会は今後も、町民の皆が手を繋ぐお手伝いをしていきます。

職員募集のお知らせ

災害時ボランティアネットワークセンター開設

　訪問介護事業所ではホームヘルパー ( 非常勤職員 ) を募集しています。

災害活動を支援するためのボランティアを
随時登録募集しています。

労働条件等の詳細は、ひかり保育園、社会福祉協議会事務局及び
ハローワーク白河でご確認ください。

労働条件等の詳細は、社会福祉協議会事務局及びハローワーク白河でご確認ください。

登録・お問合わせは、社会福祉協議会事務局まで・・・。

老人クラブ活動に参加してみませんか。
　高齢者人口が増えているのと対照的に地域の「老人クラブ」が減少傾向にあります。
これは、矢吹町に限らず全国的なもの。
一方、高齢者夫婦のみの世帯、一人暮らし高齢者世帯が増える中、やはり身近な地域での助け合
いが大切と活発に活動するクラブもあります。
同じ年代が集い行う趣味活動や、ボランティア社会貢献をすることは、高齢期の充実、生きがい
づくりにつながります。
　社会福祉協議会は、今後も老人クラブ活動を応援してまいります。

老人クラブが目指すもの（基本理念）
生きがいづくり　　〈 高齢期の充実 〉　趣味・文化・レクリエーション等
健康づくり　　　　〈 健康寿命を伸ばす 〉　健康学習・運動・体力測定等
仲間づくり　　　　〈 同世代の連帯・支え合い 〉　例会・声掛け・親睦・旅行等
地域づくり　　　　〈 社会貢献 〉　環境美化・リサイクル・ボランティア・世代交流等

　ひかり保育園では保育士（ 嘱託職員 ）を募集しています。

グラウンドゴルフ大会グラウンドゴルフ大会
認知症・介護予防講演会
（女性部研修会）

認知症・介護予防講演会
（女性部研修会）
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