
1

だより

そうま

社協
№161
2019 年  10  月15日

発行人　只 野 裕 一
発行：社会福祉法人相馬市社会福祉協議会　　相馬市小泉字高池３５７( 相馬市総合福祉センター内 )

TEL  0244－36－5033　FAX  0244－36－3109　http://www.soma-syakyo.com

Ｒ元・８・１～Ｒ元・９・３０まごころありがとう
　民間社会福祉活動の充実のために役立ててください。…と、次の方々から心温まる“まごころ”が寄せられました。

この寄付金は、本会が行う住民主体の福祉活動の貴重な財源として、有効に活用させていただきます。

【社協活動資金に…】

無料法律相談の案内
◇日　時　令和元年１１月１日（金）
◇時　間　１３時３０分～１６時
※予約は、１０月１８日（金）から受け付けます。
予約・問合せ先
　志３６－５０３３

 ・医療法人　光麗会 様（柚木）

 ・建藤洋悦 様（新田）

【福祉活動に…】
 ・相馬市婦人会 様／タオル、バスタオル、シーツ 

 ・堀下ツヤ子 様／下着類

 ・相馬六万石 様／タオル 623 枚

 ・どんぐり農園（静岡）様／みかん

 ・佐藤千恵 様／紙おむつ、パット他

▲伊東理恵社長（右）より寄贈されたジャンパー

相馬市民生児童委員協議会に

寄贈していただきました‼

　伊東建設工業株式会社様よりジャンパー 20 着を

寄贈していただきました。

　贈呈式では伊東社長より相馬市民生児童委員協議

会の建藤会長に手渡していただきました。

　ジャンパーは民生児童委員の活動を普及啓発する

際に着用させていただきます。

営業時間 ＡＭ 10：00 ～ＰＭ 9：00
（毎週金曜日は、ＰＭ 1：00 からの
営業となります。）
※回数券もありますので、詳しくは、
　問い合わせください。
◎問い合わせ先…
　施設管理係　
　志３６－１９０５

“ はまなすの湯 ”の
営業時間のお知らせ

※回数券もありますので、詳しくは、
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そうまの共同募金 

こんなことに役立ってます！！ 
平成３０年度にご協力いただきました共同募金は、このように活用されています。  

Ⅰ．地域福祉、在宅福祉活動に 

・・・ ５，４０６，４２２円 

◎地域福祉活動推進のために 

        ・・・ ４，７４６，４２２円 

・無料法律相談所の開設 

・権利擁護ほっとネット協力員養成講座の開催 

・車椅子同乗軽自動車の貸出 

・はまなす館まつりの開催 

・ひとり暮らし高齢者ふれあい会食会の開催 

・ひとり暮らし高齢者ふれあい電話の実施 

・障がい者等のための声の広報の実施 

・行政区地区ふれあい事業 

・子育て支援事業 

・福祉バスの運行 

・社協だよりの発行 

◎ボランティア活動推進のために 

・ボランティア普及事業協力校の指定 

・サマーボランティアスクールの開校   

・児童、生徒の福祉体験教室の開催 

災災害害援援護護事事業業ののたためめにに  

   

 

 
  

Ⅲ. 福祉関係団体などの活動支援に 

・・・７２６，０００円 

・相馬市老人クラブ連合会 …  95,000 円 

・相馬市身体障がい者福祉会 …  95,000 円 

・相馬市手をつなぐ親の会 …  35,000 円 

・相 馬 市 遺 族 会 …  51,000 円 

・相馬市民生児童委員協議会 … 150,000 円 

・相馬市区長会       … 300,000 円 

Ⅳ．福祉施設の活動に 

・・・ ２５０，０００円 

・なごみＣＬＵＢ  経常費 … 250,000 円 

 

ふれあい会食会 行政区地区ふれあい事業

サマーボランティアスクール 福祉体験教室

　今年度も１０月１日（火）より赤い羽根共同募金運動が開始されます。

　共同募金は都道府県ごとに使われる募金として、それぞれの市町村または福島県内において、

「民間の社会福祉の資金」として幅広く使われています。

　また、災害時には災害ボランティアセンターの設置や運営、被災者支援などにも使われています。

　本年は「ふくしまのやさしさ集まれ赤い羽根」をスローガンに募金運動を展開していきます。

　「赤い羽根共同募金運動」の趣旨にご賛同いただき、本年も変わらぬご支援とご協力を賜ります

よう、よろしくお願い致します。

・・・ ６６６，０００円

Ⅱ. 

        ・・・・・・  ２０，０００円
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～骨太けんこう体操からのお知らせ～ 

◎体験教室の日程 

☆開催日時 

 １０月２１日（月）、１１月１８日（月）

 １２月１６日（月） 

 午後２時～午後３時３０分 

☆会場 

 総合福祉センター（はまなす館） 

☆準備物 

 動きやすい服装、水分補給の飲み物 

 汗拭きタオル 

※予約不要 

お問い合わせは… 

☎３６－５０３３ 寺島まで 

 

共同募金 って ナニ？ 

 

「赤い羽根は聞くけど、何の募金か分からない。」共同募金についてよく聞かれる意見です。 

 共同募金とは、「地域福祉のための募金」です。私たちの地域には行政区長、民生児童委員、 

ボランティアなど相馬市のために頑張っている方がたくさんいます。また、福祉施設やＮＰ

Ｏなど福祉に取り組む民間団体の活動によって多くの方の暮らしが支えられています。 

 共同募金はそうした活動を財政面で支えると同時に、住民参加による寄付で活動がより推

進される募金運動です。 

 共同募金は地域のみなさまの大切な気持ちが詰まった大切な募金です。その募金を地域福

祉活動に役立てるため、地域のみなさんと一緒に「共に支え合い、安心して暮らすことがで

きる相馬市」を目指します。 

 

 

秋といえば、「読書の秋」、「食欲の秋」、
「スポーツの秋」などいろいろあります。
旬のおいしい食材をみんなで食べて(共食)、
楽しく体を動かすことは健康寿命を延ばす
ポイントです。
この機会に、お友達と一緒に体操に取り
組んでみませんか？
出前講座も絶賛受け付け中です！！
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　みんなが楽しく出来るように壁や上空にも子供が喜びそうな飾り付けをし、更に無料や低額（50 円）で出来
るもの“バルーンアート・工作・スーパーボール・ストラックアウト”を企画しました。また、〔ふれあいコー
ナー〕ではミニ動物園を開催しイヌやウサギなど小さい子供たちとたくさんふれあう事が出来ました。〔模擬店
コーナー〕では、たこ焼き・焼きそば・ドーナツ・玉こん・かき氷・唐揚げ棒・飲み物を販売しました。

〔外部協力団体コーナー〕では、福島県看護協会による「まちの保健室」や福島県介護福祉士会による「介護体験！
マッスルスーツ！！」、相馬広域こころのケアセンターなごみによる「クリスマスカード作り」、人工透析家族の
会、人権擁護委員会によるＰＲ活動も行いました。

　子供から高齢者、障がいのある人もない人も気軽に集まり、交流を通じて互いに理解し、そして楽しめるよう
にと開催したところ、本当に多くの方々にご来場いただき誠にありがとうございました。
　また、ボランティアとして相馬高校生９名、相馬東高校生１５名、中村一中生４名、個人ボランティア１９名
のご協力を頂き、そして、今年も多くの団体の皆さんのご協力を賜り、盛会のうちに終了することができました。
心より感謝申し上げます。
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　９月７日（土）、相馬市総合福祉センター（は

まなす館）を会場に、“社協感謝の集い”「は

まなす館まつり」を行いました。日頃、福祉

活動の拠点として「はまなす館」を利用いた

だいている市民の皆さんに、楽しく交流する

場を提供するための開催です。

　開会式では、本会に多額（法人２０万円以

上、個人１０万円以上）のご寄付をいただい

〔発表コーナー〕では、老人クラブの皆さんによる芸能交流会が行われ、１８演目が発表されました。また、特設ステー

ジでは、相馬高校生による相馬太鼓、ミッキー先生のダンススクールによるヒップホップダンスの披露、手話サー

クルによる手話歌の披露、オカリナの白い風によるオカリナ演奏、ママバトン会による楽しいパネルシアターコン

サートが発表され、会場を大いに盛り上げていただきました。

▲表彰（Active Support 様） ▲表彰（山野辺　久様） ▲表彰（佐藤　菊子様）

▲テープカット

▲相馬高校生による相馬太鼓 ▲ミッキー先生のダンススクール ▲手話サークルによる手話歌　

た『株式会社トーヨー不動産様、一般社団法人 Active Support 様、山野辺久様、永井清美様、松村浩安様、佐藤菊

子様、三ツ石久美子様』の寄付功労と職員功労表彰、只野会長のあいさつと立谷市長からの祝辞のあとテープカッ

トを行いオープンしました。

▲オカリナの白い風のオカリナ演奏　 ▲楽しいパネルシアターコンサート
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①
②
③
④

相馬市生活復興支援室では
災害市営住宅内で下記活動を行っております。

訪問による見守りや生活上の困りごと相談
各種福祉サービス利用等のお手伝い
お茶会のサポート
行政へのつなぎや情報提供など

問い合わせ先　　生活復興支援室　汽３６－７８３１

▶新沼刈敷田地区住宅団地・集会所にて月２回開催され
　ている “コミュニケーション麻雀”。白熱した中にも笑
　いあり、皆さんで賑やかな時間を過ごしています。

ご家庭に眠っている食品募集！

「もったいない」から「ありがとう」

○寄付いただきたい食品

・お米（白米・玄米・アルファ米）

・パスタ、素麺などの乾麺

・缶詰 ・レトルト・インスタント食品

・海苔、お茶漬け、ふりかけ

・調味料（醤油、食用油等）など

・日用品（洗剤、ティッシュ等）など

受け取り・お問い合わせ

生活サポート相談センター ☎36 2015

※運搬できない場合はご連絡ください。受け取りに伺います。

1ヶ月以上賞味期限が残って

いる常温保存可能なもの

ご協力いただいた食品は、

社会福祉協議会（生活サ

ポート相談センター）が生

活に困窮している方々へ相

談援助とともに提供いたし

×受付できない食品

・開封されているもの

・生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜）

・要冷蔵・要冷凍のもの

上記食品は、お持ちいただい

ても受取できません。ご理解・

ご協力をお願いいたします。

-

市民の方々からたくさんのご寄附
や激励のお言葉を頂きました。
心より感謝いたします。

◇匿名希望様　７名
〈ご寄附いただきました品物〉
お米９０ｋｇ　（３０ｋｇ×３袋）
コーヒーギフトセット　５ケース
食品類　８１点

市民の方々からたくさんのご寄附
や激励のお言葉を頂きました。

食品ご寄附の御礼

ます。
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各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）がみつけた！ 

相馬のお宝ご紹介！！ ＮＯ．１４ 

 

 

 

　相馬のお宝ご紹介では、地域にある様々な支え合いや活動を、地域の
みなさんにご紹介していきます。
　今回は当会が事務局を担当している“地域支え合いづくりを考える
委員会”（注１）　のメンバーで視察研修へ行ってきましたのでご報告します。

　視察研修先の“結いの会・高森東”
は、住みよいまちは自分たちでつく
るを合言葉に、地域の高齢者同士が

「助け合う」仕組みづくりを目的と
して 2016 年に設立した住民団体で
す。
　活動は“みんなの居場所つくり”

“見守り・安否確認活動” “お互いさ
まの助け合い活動”“健康プロジェ
クト”の４本柱から成り立っていま
す。

　活動の大きな柱である地域の商業
施設のオープンスペースにある“結
いカフェ”にお邪魔してきました。
週に２日間開設しているカフェは、
地域住民の交流の場となっており、
昨年度の利用者は 3,000 名に達した
そうです。
カフェに集えば、楽しい話や日常生
活上のちょっとした不安を分かち
合ったりと、そこでのふれあいが地
域での助け合いのきっかけにつなが
ります。
　“お互いさまの助け合い活動”は
日頃の暮らしの中で、高齢者の方で
手助けが必要な方と少しなら手伝え
る会員さんがお互いさまの気持ちで
助け合う有償の活動です。

　“いつまでも住み慣れた自宅で生
活したい”誰もが願いますが、病気
やケガで日常生活上に支障が出てく
ることもあります。そんな時に“手
伝ってもらえる？”“手伝うかい？”
と言いあえる地域を住民の方が主体
となって行っているパワーに委員一
同大きな刺激を受けました。
　今回の研修を参考に、相馬市に
あった地域の支え合いの活動につい
て考え、地域づくりをおこなってい
きます。
　地域にある集まりや活動をお知ら
せください。取材に伺います。
☎３６－５０３３　羽根田まで

注１　地域の多様な方から構成され、相馬市独自の支え
　　　合い・助け合える地域をつくるための話し合いを
　　　しています。



8

各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

あなたのその「肩こり」、「首こり」気になりませんか？
その原因はそれぞれ、人によって違います。
自分の身体を知るチャンスです。
肩こり、首こりの対処方法を知り快適な身体を取り戻し
ましょう。

開催日…１１月８日（金）
時　間…午後２時～（９０分～）
場　所…総合福祉センターはまなす館
　　　　（２階ボランティア室）
定　員…１０名程度
講　師…佐藤希美子 ( 生理科学実技修士 )
　　　　鈴木芳恵 ( 皮膚科学美容指導士 )
受講料…無料
問い合わせ…汽 080-9258-2401（連絡先）

健康美活ワークショップ②

  

 

中央公民館

大野公民館

日立木公民館

磯部公民館

八幡公民館

玉野公民館

山上公民館

東部公民館

飯豊公民館

12月４日（水）

12 月６日（金）

12 月９日（月）

12 月 11 日（水）

12 月 13 日（金）

12 月 16 日（月）　

12 月 18 日（水）　

12 月 20 日（金）　

12 月 26 日（木）　　

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00　

13：30 ～ 15：00　

10：00 ～ 11：30

13：30 ～ 15：00

10：00 ～ 11：30　

13：30 ～ 15：00　

13：30 ～ 15：00　

10：00 ～ 11：30　

地域福祉係　認知症地域支援推進員からのお知らせ！

　認知症に関する情報交換や、相談・交流を目的に

「オレンジカフェはまなす館」を毎月第２水曜日と第４火曜日に

開催しています。（祝日により変更あり）

開催予定日　１０/２３（水）１１/１３（水）

　　　　　　１１/２６（火）１２/１１（水）

午後２時から３時半まで好評開催中。

「地域での支え合い、介護・認知症予防のために」
と題し健康座談会を開催します。
●対象者　市内在住のどなたでも。
●参加費　無料。
●内　容　健康チェック（血管・肌年齢・骨量）　
　　　　　座談会、意見交換・相談など。
●問い合わせ先　相馬市社会福祉協議会　
　福祉課　地域福祉係（☎３６－５０３３）

 認知症施策の新大綱「予防と共生」が柱


