思いやりのこころで共生と協働の地域づくり

木祖村社協だより

まめのわ通信
協だより

今月のお便り
●令和４年度 事業計画・収支予算
木祖村社協の職員体制
●社協からのお知らせ
►木祖村住民のつどい開催
►２４時間テレビから車いす車両の寄贈
►「ウクライナ救援金」募金箱設置
►無料法律相談所
►ふれあいクッキング
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４月

マスクの下で笑顔が満開！
各地区でサロン再開
４月１９日（火）、５区のいきいきサロン「ひばり会」がおよ
そ半年ぶりに開催されました。
感染症対策をしながらの開催で、まだ以前と同じように
とはいきませんが、それでも参加された皆さんは「は～るか
ぶりに顔が見えた。話ができるだけで嬉しいね！」とサロン
の再開を喜ばれていました。
コロナ禍であっても大切な地域のつながり。内容や方法
を工夫しながら、各地区でサロンが再開しています。
心を持っていただければと考えています。読みやすさ、見
やすさはもちろん、情報が必要な方にしっかり届くよう今後

■木祖村社協だよりの愛称が「まめのわ通信」に決まりました！
も紙面の改良を続けていきます。

社協だよりの愛称を公募したところ、１６個の素敵な名前をお寄せいただきました。ありがとうございました。

まめのわ通信の感想もぜひお聞かせください。

見やすく、読みやすく、親しみやすい社協だよりになるよう工夫を続けていきます。社協だよりの感想もぜひお聞かせください。

コロナ禍でもつながりを絶やさない

令和４年度

事業計画

感染予防に配慮し、事業の継続・活動支援を！

社協の事業運営においても新型コロナウイルス対策が重要な課題です。しかし、コロナ禍であっても人と人とのつながりを絶
やさないよう各種事業の継続や活動支援等を実施していきます。変化する地域の福祉課題を的確に捉え、住民参加の住みよ
い地域社会の実現に向け、地域の福祉向上を図ります。

・・・

令和４年度の事業・サービスの一部をご紹介します

・・・

✔介護保険制度に関する事業

✔障がい福祉サービス

✔相談事業

■訪問介護・介護予防訪問介護
要介護者や要支援者宅にホームヘ
ルパーを派遣して、身体介護や生活
援助を行います。

■居宅介護・重度訪問サービス事業
居宅サービスを提供するとともに、
関係機関と連携し、自立を支援する
ために介護や生活援助を行います。

■「心配ごと相談所」の開設
家庭や地域でのトラブルや心配ごと
の相談を受けます。（２ヶ月に１回）

■居宅介護支援
介護サービス利用希望の要介護者
に対して、居宅サービス計画を作成
し、相談や支援を行います。

■生活サポート事業
支援計画に沿って、在宅障がい者
やその家族がサービスを有効に利
用できるように支援します。

✔地域福祉活動の推進
■住民支え合い活動の推進
いきいきサロン活動など住民主体の
支え合いの地域づくりを目指します。

令和４年度
【収入】

■「無料法律相談所」の開設
弁護士による法律相談です。
（年５回程度）

収入と支出の予算額
単位：円

■児童・生徒への福祉の推進
小中学校や地域と連携し、福祉教育
の推進を図ります。
■団体・グループ・サークル活動支援
老人クラブ、一品つくろう会、すずめ
塾等の活動支援をします。

✔募金活動の推進
■赤十字活動資金の募集
日赤長野県支部を通じ、「人道」に
基づき、国際活動・災害救護のため
活動資金の募集を行う。
（目標額：350,000 円）
■共同募金
長野県共同募金会を通じ、社会連
帯・相互扶助の精神に基づた地域
住民の自主的活動として実施する。
（目標額：750,000 円）

【支出】

単位：円

・・・
✔移送サービス事業

木祖村社協の独自事業

・・・

► 配食サービス

■福祉車両の貸出サービス
身体状況により移動が困難な方の
移動支援として車いすで移動できる
福祉車両等を無料で貸し出します。
無料で貸し出します。

《対象》70 歳以上の独居、高齢者世帯、障がい者の方
…毎週木曜日、手作りのお弁当を配達します。１食３００円。
また、月曜から金曜（祝日を除く）の夕方に市販の調理済冷凍おかずを
配達する「毎日型配食」もあります。１食５６０円。

► ミニデイサービス

《対象》65 歳以上の方
…毎週月・木曜日に「幸せテラスまめのわ」で生きがいやお楽しみを目的
に実施します。

► 軽度生活支援事業

《対象》６５歳以上の独居、高齢者世帯
…日常生活上、一時的に支援が必要な方に介護保険の対象とならない
サービスを行います。（買い物、処方箋受取り、簡単な調理、ゴミ出し等）

✔その他の事業
■災害時住民支え合いマップ作成
今年度は、８月２８日村総合防災訓
練でマップ見直し作業を行います。
■子育て支援事業
訪問介護員を派遣し、家事や育児
の支援を行います。

► 寝具乾燥サービス

《対象》70 歳以上の独居、高齢者世帯
…布団等をクリーニングした場合、費用の半額を補助します。

► 高齢者世帯等の除雪支援事業

《対象》高齢者世帯等
…日常生活範囲内で除雪を支援します。除雪は、登録した協力員さんが
行います。

► しあわせ安心自立サポート事業
《対象》65 歳以上の高齢者の方、２０歳以上の障がい者の方
…税金や医療・福祉サービス利用料など日常的な金銭管理、また預貯金
通帳や印鑑など財産保全に係る書類の管理支援を行います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まめのわ２年目

多岐にわたる福祉課題に対応する

職員体制

連携と個々のスキルアップで組織体制の強化

令和４年度がスタートしました。木祖村社協ではこれまで以上に職員同士
の連携や個々のスキルアップを図り、職員一丸となって「誰もが安全で安心し
て暮らすことのできる地域づくり」を目指します。
木祖村社協の事業運営には、利用者様とそのご家族、ボランティアさんや
関係する個人・団体など皆様のたくさんのチカラが必要です。引き続き、社協
の活動にご理解ご協力をお願い致します。

●法人運営
会
長
事務局長
事務局長補佐
庶務・経理
事務主事・企画員

●介護保険 居宅介護支援事業所
畑中
永島
湯川
水本
岩原

和良（非常勤）
博之（常勤・役場派遣）
壮公（常勤）
玲子（常勤）
大輔（常勤）

●高齢者支援・ボランティア活動支援 他
福祉活動専門員・生活支援コーディネーター
湯川 早苗（嘱託）
ボランティアコーディネーター
生活支援コーディネーター
寺平 單 （嘱託）
●配食サービス
調 理 員

百瀬 和子 （パート）

主任介護支援専門員
介護支援専門員
介護支援専門員
事務員

平田
笹川
岩原
笹川

ケアマネジャー

玲子 （常 勤）
みほ子（常 勤）
貴代 （常 勤）
重子 （パート）

●介護保険 訪問介護事業所
障がい福祉サービス事業所
ミニデイサービス、子育て支援事業 他

訪問介護員

主任訪問介護員・サービス提供責任者
永島 奈緒 （常 勤）
サービス提供責任者
田上 春世 （常 勤）
介 護 員
笹川 延枝 （嘱 託）
介 護 員
奥原 まさ子（パート）
介 護 員
辺見 武子 （パート）
介 護 員
片瀬 さやか（パート）
介 護 員
東 みさ江（パート）
介 護 員
青木真喜子（パート）
介 護 員
松原 綾乃 （パート）

2022 年

お知らせ

社協からの

５月の行事予定

１日 （日）
２日 （月） ミニデイサービス

３月２１日、「令和３年度 木祖村住民のつどい」が村民センターで開催
されました。感染症対策として事前予約制での開催となりましたが、大勢
の皆さんにご参加いただきました。
今回は、県立木曽病院の濱野英明院長に「健康寿命を延ばすために
できること ‐健診と検診のすすめ‐」の演題でご講演いただきました。
濱野院長は、日本人の死因で一番多い癌を例に、
癌のリスクを減らす５つの健康習慣として
①禁煙 ②節酒 ③食生活の見直し
④運動 ⑤適正体重の維持
が重要だと話されました。

憲法
記念日

３日 （火）
みどり

４日 （水）

の日

５日 （木） 配食

こども
の日

６日 （金）
７日 （土）
８日 （日）
９日 （月） ミニデイサービス
１０日 （火） 手話サークル
１１日 （水）
１２日 （木） 配食 ミニデイサービス

この度 、24 時 間テレビチャリティー委 員会 様
から「 福祉 車 両 （スロープ付き軽 自動 車 ） 」 を
寄 贈 していただきました。利 用 者 様 の送 迎や福
祉 車 両 貸出 事 業に利 用させていただきます。

１３日 （金） すずめ塾
１４日 （土）
１５日 （日）
１６日 （月） ミニデイサービス
１７日 （火） 手話サークル
１８日 （水） 無料法律相談所
１９日 （木） 配食 ミニデイサービス
２０日 （金） すずめ塾

募金箱を設置します。
日本赤十字社では、この度のウクライナにおける人道危機を受け、
各国赤十字社が実施する救援活動を支援するための救援金の募集を
します。木祖村では、「幸せテラスまめのわ」と「木祖村役場」に募金箱
を設置します。皆様のあたたかいご支援をお願いします。
受付期間 令和４年

３月２日（火） ～ ５月３１日（水）

２１日 （土）
２２日 （日）
２３日 （月） ミニデイサービス
２４日 （火） 手話サークル
２５日 （水）
２６日 （木） 配食 ミニデイサービス
２７日 （金） すずめ塾

無料法律相談所

ふれあいクッキング
健康ポイント

５月１８日（水）
午前１０時～１１時３０分
【会

場】幸せテラスまめのわ
相談室

★相談を希望される方は、
直接会場にお越しください。

５月３０日（月）１

２９日 （日）
３０日 （月）

午前１０時～１２時

熱中症を防ぐ
おいしいメニュー
【会 場】転作研修センター
【参加費】３００円
【持ち物】エプロン、三角巾
マスク、ポイントカード
お弁当持ち帰り用の袋
★料理はお弁当で持ち帰ります。
★５月２３日（月）までに社協にお申込み
ください。

編集・発行

２８日 （土）
ミニデイサービス
ふれあいクッキング

３１日 （火） 手話サークル

日程の変更などにご注意ください！
新型コロナウイルスの感染状況によって
サービス内容や行事日程などが変更する
場合があります。ご不安な点は
木祖村社協までお問合せくだ
さい。宜しくお願い致します。

社会福祉法人 木祖村社会福祉協議会

〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原 1191 番地 30 幸せテラスまめのわ内
TEL 0264-36-3441 FAX 0264-36-3482 Mail kisosyakyo@kv.kiso.ne.jp

