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川辺町社会福祉協議会  情報誌

令和元年８月８日、やすらぎの家で小学生を対象に「聴導犬講座」を行いました。

初めてにもかかわらず２３名の親子が参加してくださいました。日本聴導犬協会のお姉さんの説明を熱心

に聞き、聴導犬ＰＲ犬の「ぜん君」が目覚まし時計の音を知らせる姿、介助犬ＰＲ犬の「よし君」が靴下を

脱がせる姿に笑顔と拍手がいっぱい聞かれました。

この講座を通して聴導犬、介助犬の理解が一層深まりました。

聴導犬講座を開催しました聴導犬講座を開催しました

故 小栗雄太郎氏書
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地区懇談会・福祉マップ作りを行いました、
善意のご寄付ありがとうございます
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福祉委員とはどんな活動をする人でしょう

身近にあるさまざまな要因により、地域でのつながりが希薄化し、地域住民同士の「つながり」
や「支え合い・助け合い」が重要視されています。社協は、住民や関係機関と一緒に誰もが安心
して暮らせるまちづくりを目指すため、地域福祉の推進を使命とする民間の福祉団体です。しかし、
社協だけでは限界があります。地域、向こう３軒両隣の助け合いで、さまざまな問題を発見する
ことができます。そのため、福祉委員は欠かせない存在となっています。

佐伯 朝子、中村 信子、早川 悦子、小川 郁子、西田 栄子、長島 勝子、石原 由美子、
坪内 絹代、加藤 照子、加藤 立子

上川辺

石井 千里、村上 康子

下飯田

村山 幸美、神谷 美恵子、平岡 光代、古田 智恵子、小池 里美、後藤 千恵子、櫻井 信子、
櫻井 まゆみ

石　神

右田 良子、加藤 紀子、渡辺 みち子、加藤 由美、垣下 公子、山口 八千子、蟹江 泰子、
水野 万希子、遠藤 日女美、佐伯 砂登子、渡邉 千鶴、三品 由美子、古田 武夫、
石橋 恭子、井澤 つや子、遠藤 恵里子、遠藤 信子、山口 文江、小栗 みえ子、
小栗 知恵子、渡辺 富美子、馬場 良夫、西垣 久子

中川辺

湯浅 純子、渡辺 笑子、堀江 文子、日下部 律子、清水 和枝、田原 浩子、岡本 明美、
田原 恵子、田原 美由紀、田原 芳子、羽賀 八重子

西栃井

今井 富貴子、桜井 公子、有本 美里、奥村 てるみ、渡辺 友子、土田 妙子、鈴木 和子、
木下 百子

下川辺

井戸 みどり、加藤 とめ子、木澤 久美子、井戸 裕加里

鹿　塩

地域で活躍する福祉委員の皆さんをご紹介します

＜敬称略＞

身近な地域における住民同士の支え合い、助け合い活動の推進者です。敬老会の出欠
確認を兼ねて、地域の方の安否確認や敬老会の実施などに協力いただいております。そ
のほか、近所で困っている方などの情報を民生児童委員さんや社協へ伝えていただくこ
とが役割です。
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井上 美千代、長谷川 民子、田中 その、山田 真理子、加藤 洋子

福　島

加藤 敦美、安田 満江、安田 美子、高井 都志子、可児 久美子、牧田 晴子、野尻 万里子、
加藤 和子、横山 惠子、今井 章男、寺田 島子、神田 美代子、山口 茂子

比久見

牧田 富貴子、岡部 直子、平岡 常子、藤掛 富夫、長沼 久仁子、丹羽 はるみ、
井戸 隆明、木下 幸恵

下麻生

加藤 美代子、馬場 君代、馬場 和惠、河合 美代志、大岩 陽子、赤坂 てる子、水戸 さとみ

下吉田

　今年度も９月９日から１３日までやすらぎの家で、民生児童委員、福祉委員の皆様をはじめ多く

の皆様にご協力いただいて敬老会を開催しました。　町内７５歳以上の方のうち４６６名が参加さ

れ、こども園の園児によるかわいい歌や演奏、芸能ボランティアによるアトラクション、多くの

方々のおもてなしを受けて楽しいひとときを過ごされました。

敬老会を開催しました
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善意のご寄付ありがとうございます（順不同・敬称略）

「じぶんの町を良くするしくみ」共同募金運動が始まります！！

今年も１０月１日から１２月３１日まで赤い羽根共同募金運動が全国一斉に
始まりました。赤い羽根共同募金は、私たちの暮らしているまちをよくするた
めに、毎年募金目標を定めて集められるものです。川辺町では、皆様からよせ
られました募金は、広報誌の発行、配食サービス、ふれあいサロン、高齢者・
障がい者福祉事業に役立てられています。
今年も区長様を通じて、住民の皆様へご協力をお願いいたします。
皆様のあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。

共同募金に関する情報は  https://www.akaihane.or.jp/（中央共同募金会のホームページです）

「ゆうゆう舎川辺」へ
● 匿名 様 ………………………………… 3,000円

「川辺町社会福祉協議会」へ
● 塚越  由紀江 様 ……………………… 50,000円
● 山田  義信 様 …………………………… オムツ
● 小川  秋正 様 …………………………… オムツ
● 匿名 様 …………………………………… オムツ
● 森　稔也 様 ……………………… 椅子（右写真）

その他、ペットボトルキャップ、古切手、
アルミ缶や新聞紙等の資源など
ご協力ありがとうございました。

地区懇談会・福祉マップ作りを行いました

6 月から 7月にかけて、各地区の公民館等に川辺町社会福祉協議会職員が伺い、地区懇談会を開催さ
せていただきました。また、8月には下吉田区のご協力のもとで、福祉マップ作りを行いました。住民
の皆様に社協事業・会費・共同募金・地域の見守り等についてご理解いただくために来年も開催いたし
ますので、ご協力をお願いいたします。

受付分

6月1日～
8月31日

上川辺区

下川辺区

鹿塩区

石神区

西栃井区

下吉田区
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今年度から、西児童クラブ ･ 西小学校児童クラブ ･ 北小学校児童クラブに加えて東児童クラブの運営

も始まりました。児童クラブでは、放課後や夏休みなどの長期休業日を元気いっぱいな子どもたちと様々

な活動をしながら過ごしています。

夏休みには、それぞれの児童クラブでたくさんのボランティアさんにもご協力いただきました。あり

がとうございました。様々な活動を通して、地域の方々やボランティアの方々に支えられていることを

子どもたちにも伝えていきたいと思います。今後ともご協力をお願いいたします。

川辺児童クラブだより

夏休みの活動を紹介します

 　西児童クラブ　 
毎年、中川辺第２福寿会のみなさんが敷地

内の草引きや畑 ･ 花壇のお世話をしてくださっ

ており、日頃の感謝を伝えるため交流会を行っ

ています。一緒にゲームをし、かぼちゃの手

作りおやつをいただき、楽しく過ごしました。

また、今年は木工体験を行い、赤坂製材さ

んに金槌の使い方を教えていただき、木材に

くぎを打つ体験をさせてもらいました。初め

ての経験で失敗する子もいましたが、最終的

には自分の力で

ペン立てを完成

させることがで

きました。

 　北小学校児童クラブ　 
昨年お世話になったナーシング川辺で、デ

イサービスのレクに参加させていただき交流

することができました。デイサービスのみな

さんと一緒に玉入れゲームをして遊び、たく

さんおしゃべりをしながら盛り上がりました。

他にも、ボランティアの吉原さんによるマ

ジックショーや、手話サークルさんとブレー

メンのお話隊のみなさんによる読み聞かせを

していただきました。皆さんのご協力で、長

い夏休みに楽しい

時間を過ごすこと

ができました。

 　西小学校児童クラブ　 
今年は、様々なボランティアさんにご協力

いただいて活動を行いました。

ぐりとぐらのみ

なさんには、昔話

を中心とした絵本

の読み聞かせをし

てもらいました。

ミスターⅩこと、

沢野さんには昨年に引き続き楽しいマジック

ショーをみせてもらい、盛り上がりました。

また、初の試みで流しそうめんを実施しま

した。地元のボランティアの方々のおかげで、

子ども達が安全に楽しく参加させてもらうこ

とができました。

 　東児童クラブ　 
Ｂ＆Ｇ海洋センター内での実施となり、

Ｂ＆Ｇまた教育委員会のご協力により安全に

実施することができました。

北小学校児童クラブと同じく、吉原さんに

よるマジックショーや、ブレーメンのお話隊 ･

手話サークルのみ

なさんによる読み

聞かせを実施して

いただき、楽しく

過ごすことができ

ました。

また、やすらぎの家で実施した際には、｢歌

う会｣ のみなさんと一緒に活動させてもらい、

とても良い交流の機会となりました。
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情報誌及び各種相談等の連絡先は  川辺町社会福祉協議会　電 話：53-2121 FAX：53-6162 まで

10 月１日〜 1 月 31 日の社協予定表

〜各種相談事業日程〜
心の悩み、軽くします

〜ゆうゆう舎〜
エコ活動実績報告

秘密厳守、無料ですのでお気軽にご相談ください
◉無料法律相談◉ ＊予約は１ヶ月前から受け付けます

月  日（曜日） 相　談　員 場　所
10月９日（水） 大池 かおり 弁護士 やすらぎの家
12月11日（水） 冨田 篤史 弁護士 やすらぎの家

相談時間：午後１時から４時まで
◉身障知的相談◉ ＊予約不要です

月  日（曜日） 相　談　員 場　所
10月８日（火） 身障・知的相談員 やすらぎの家

相談時間：午前１０時から１２時まで

ペットボトルキャップを小森産業株式会社を
とおし、「認定ＮＰＯ法人世界の子どもにワクチン
を日本委員会（ＪＣＶ）」へ送りました。

★社協職員福祉なんでも相談、福祉サービス利用援助相談開催中！！
秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

※キャップ430個相当で1kgになり1kgあたり10円が寄
付されます。ポリオワクチンを購入した場合20円で1
人分を購入できます。ペットボトルキャップは430個
（1kg）を焼却すると3.15kgのCO²が発生します。皆
様のご協力ありがとうございました。

144,480個
（ワクチン168人分） 令和元年6・7月分

相談 報告

配食サービス やすらぎ音楽サロン
１０月　２日（水）

１１月　６日（水）

１２月　４日（水）

　１月　８日（水）

１０月１６日（水）

１１月２０日（水）

１２月１８日（水）

　１月２２日（水）

１０月２８日（月）

１１月２５日（月）

１２月２３日（月）

　１月２７日（月）
※１０月から配達時間が１６時になります

友友会
（一人暮らしの集い）

やすらぎの家休館日
１０月２２日（火）
※即位礼正殿の儀の
　ため休館いたします

１２月２９日（日）
　 ～１月３日（金）

まで休館いたします

１１月１２日（火）

サロン交流会
１１月２７日（水）

履歴書（顔写真添付）をやすらぎの家窓口に提出してください。
試験は随時行います。まずは下記までご連絡ください。
連  絡  先　 〒509-0303　加茂郡川辺町石神128番地
社会福祉法人　川辺町社会福祉協議会　やすらぎの家内　採用担当：嶺川まで
電 話：０５７４－５３－２１２１（平日8：30～17：30）

共通事項

わたしたちと一緒に働いていただける方を
募集します！一緒に働きましょう！

❶デイサービスセンター職員❶デイサービスセンター職員
１）募集人員…嘱託職員　3名
２）応募条件…健康な方、65歳まで（ヘルパー2級、介護
　　職員初任者研修、介護福祉士のいずれか）、運転免許証
３）勤務時間…8：00～17：30ののうち8時間
４）給　　与…140,000円～、
　　　　　　　通勤手当、賞与年2回
５）休  日  等…週休2日、日曜、年末年始、夏季休暇

❷デイサービスセンター職員❷デイサービスセンター職員
１）募集人員…パート　２名
２）応募条件…健康な方、65歳まで、運転免許証
　　※資格のない方は、入職後初任者研修を受講
３）勤務時間…8：00～17：30のうち4時間程度
４）時　　給…900円～1,100円
５）休  日  等…週休2日、日曜、年末年始、夏季休暇

１）募集人員…介護職員　2名
２）応募条件…健康な方、65歳まで（ヘルパー2級、介護
　　職員初任者研修、介護福祉士のいずれか）、運転免許証
３）勤務時間…8：00～17：00
４）給　　与…140,000円～、
　　　　　　　通勤手当、賞与年2回
５）休  日  等…週休2日、日曜、年末年始、夏季休暇

❸障がい施設生活介護事業所（嘱託職員）❸障がい施設生活介護事業所（嘱託職員）

職員募集

Facebookを始めました！
│令和元年９月から│

ホームページとあわせてぜひご覧ください
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