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おしえてくれて ありがとう
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〜素足に心地よい布ぞうりづくりを通して〜

布ぞうりを作り始めて 20 年以上、今も現役の片岡コヨカさん（小野沢 95 歳）を講師に
迎え、講座を開催しました。
「昔は藁で作ってさんざ履いたもんだよ。
」と、布を裂き手早く草履を作る姿に「わ〜！
すごい！」と、参加者から驚きの声が上がります。個々のペースに合わせ、ゆっくりと丁寧
に教えてくれる片岡さんの温かい人柄に場の空気も和み、布ぞうりが完成しました。
趣味を通じた様々な活動が出会いのきっかけとなり、声をかけあえる仲間づくりにつな
がっていくことを願いながら、これからも地域の皆さんと一緒に、楽しくわくわくするよう
な講座を企画し、生涯元気でいられるような地域づくりに社協は取り組んでまいります。

発行年月日：令和4年6月30日／発行元：社会福祉法人朝日村社会福祉協議会／編集：ほのぼの編集委員会

社協だより
「ほのぼの」は皆様からの社協会費で発行しています。

令和3年度

事業報告と収支決算

令和3年度も新型コロナウイルス感染症のまん延が、地域福祉事業や介護事業へ影響をもたらしました。予防対策の徹
底を図り、サービスの安定的な提供に努めて参りましたが、第6波のピーク時にあたる2月に陽性者が確認され、デイサー
ビスを7日間臨時休止いたしました。サービス休止にご協力いただいた結果、クラスター発生を抑えることが出来まし
た。この間多くのご利用者、ご家族、サービス事業者の皆さまにはご迷惑をお掛けしましたことお詫び申し上げます。
収支決算においては545万円余りの赤字となりました。主な要因は村補助金の減少、デイサービスの臨時休止に伴う
介護報酬の減収、非正規職員への休業補償、全職員のPCR検査費用、コロナ対策による換気システム工事等に伴う支出
の増加でした。
これからも、社協は村民・関係者の皆さまとともに朝日村の地域づくりに取り組んでまいります。
皆さまの一層のご理解、ご支援をお願い申し上げます。

地域福祉事業の充実と福祉課題解決への取り組み
1）長引くコロナ禍の影響で生活に困窮された方への生活福祉資金貸付事業、
自立支援相談の体制強化、緊急食糧支援
2）閉じこもりを防ぎ、生きがいづくり・仲間づくりを目的とした新たな講座の開催、
ボランティア活動の支援
3）行政と連携しコロナワクチン接種時における福祉輸送サービスの実施
4）災害ボランティアセンターの設置・運営に関する協定書の整備など

介護サービス事業

ヘルパーステーションあさひ

デイサービスセンター かたくりの里
コロナ対策として保健所より助言がありました「換気」の強
化に取り組みました。
特に浴室、脱衣所は空気が滞留しやすい
ため、新たに暖房と送風システムの増設工事を行い、感染予防
の効果を高めました。
介護では個別機能訓練と認知症の方のケアに力を入れ、研
修や会議も重ねました。
又、ご家族、ヘルパー、医療機関等と連
携を図り、ご自宅で最後を迎えたいという希望を尊重し看取り
支援にも取り組みました。
近年、最期の場所として施設や病院
が多い傾向にあります。
日々変化する本人の状態と、揺れ動く
介護者の気持ちに寄り添い、朝日村にも
「自宅看取り」
という選
択肢を残せるようにデイサービスの役割を果たしていきます。

ミニデイえべや
介護予防 =
「寝たきりにはならない」
という意識を毎回、みん
なで共有しています。外部講師による機能訓練、創作活動や季
節感を重視したプログラムを実施し楽しい時間を作ることを
心がけました。
一日の平均利用者数は 14 名、平均年齢は 88
歳、
自分のことは自分で行っています。

感染のピーク時には、全職員が PCR 検査を行い、予防対策
（上の写真はガウン、キャップ、フェイスシールド、手袋、N95
マスクを着用）を施しおむつ交換など身体介助に入りました。
自立度が高いご利用者へは調理支援から買い物支援に切り替
え、
玄関で引き渡すなど食事の確保と安否確認を行いました。
サービス提供する上で、ご家族の不安や悩みを傾聴し直接
介助指導を行うなど、安心して在宅生活が送れるよう心がけま
した。

居宅介護支援センターかたくりの里
（ケアマネジャー）
要介護、要支援、事業対象者それぞれのケアプラン作成数が
増加しました。傾向として独居世帯や老々介護世帯も増えて
おり、日常生活や健康の不安の声に、その都度訪問し丁寧な支
援を心がけています。
コロナ陽性者発生時には各サービスの停止に伴い、ご家族、
関係各所との連絡調整に苦労しました。また、施設へ入所され
ていた方が、再度自宅へ戻られるケースが増えてきています。
ご本人、介護者の気持ちに寄り添い在宅生活を支援していき
ます。

※令和 3 年度の事業報告の詳細は 7 月以降にホームページへ掲載しますのでご覧ください

令和３年度 一般会計決算（資金収支計算書からの抜粋）

収入内訳（単位：円）
その他収入 2,552,530

会費
1,392,600

ミニデイサービス
事業収入
5,572,380

支出内訳（単位：円）

寄付金
1,031,414
補助金
14,546,000
受託金
9,356,640

地域支援事業 5,262,762
ミニデイサービス事業
5,478,797

133,752,576円

ホームヘルパー
事業収入
5,830,652

デイサービス事業収入
79,395,260

地域福祉
推進事業
1,076,072

ケアマネージャー
事業
12,326,268

支出総額

収入総額

ケア
マネージャー
事業収入
13,459,770

139,209,934円
共同募金
配分金
615,330

ホームヘルパー
事業
7,708,106

法人運営事業
31,663,813

デイサービス事業
75,396,981

共同募金
配分金事業
279,572

福祉有償
運送事業
17,563

＊支出経費の使途別内訳
人件費
事務・事業費

103,429,349円
28,422,344円

助成金

642,300円

固定資産取得費

236,500円

積立金

1,349,000円

その他

5,130,441円

サロン運営の課題もあります。
サロンボラン
ティアの方からは
「もう、私たちがサロンに呼ば
れるほうだだよ〜」
と、つぶやきが聞かれます。
他にも「必要な品物の買出しの負担が大きい」
「毎回内容を考えることが大変」
「歩いて来れな
くなった人がいるけど…」
などなど。
そんなお悩み、
もっと聞かせてください。
一緒
に悩み、
考えさせてください。
社協と一緒に知恵
と工夫で、
今を楽しむ方法を模索しましょう！
サロン担当より

コロナを
ふきとばせ！

楽しい講座開講中！
！
！

再彩クラブ
「ゆっくり運動」

通年開催

・・・・
月ごとにテーマを決めてゆっくり運動をしてい
ます。6月は「呼吸器系を刺激する運動」でし
た。皆さんからの月別テーマのリクエストも受
け付けています！！

６月までの講座です

新！健康運動講座
「シャキッとすっきり体操」

その日の自分自身の体調に合わせ、セラバンド
を使い身体に負荷をかけてストレッチや体操を
行 いまし た 。心 も 身 体 もシャキッとすっき
り！！

７月開講

和洋の惣菜づくり
〜旬の食材を使って〜

通年開催

手軽にできる料理や季節に合わせた料理など、
1年通して四季を楽しめるような美味しい料理
を作ります。
7月の献立／豚マヨみそ炒め・セロリとチーズのサラダ・
七夕そうめん
8月の献立／トマト料理（予定）

あさひさんでい講座
「やわやわ体操」

通年開催

肩こりや膝痛など、慢性的な不調を整えなが
ら、やわやわと運動しています。
元気な男性講師の指導で、笑いの絶えない楽し
い体操講座です！！

新！健康運動講座（７月〜９月開催）
！ 〜年間４つのテーマ別講座を開催〜
参加者募集！

健康イス体操 テーマ／有酸素運動で身体も頭もすっきり認知症予防！
講師／西山知花さん（健康運動指導士）
日時／7月から9月の第2・4水曜日 午前9：30〜11：00
※どの講座も空きがあります。詳細は「えべやかたくりの里だより」をご覧ください。
※講師の都合により、開催日が変更になる場合があります。また、感染症予防対策にご協力ください。

令和4年度社協会費へのお願い

福祉用具短期間貸出

普通会員 1口 1,200円
賛助会員 1口 2,000円
特別会員 1口 5,000円

企業・団体会員

（村内の企業、事業所の皆様にご協力をお願いするものです。）

1口 5,000円
世帯会員につきましては、地区の社協支部長さん
を通じて、ご協力をお願いしています。

ボランティア活動の資金に

生活困窮者・
権利擁護事業の
資金に

事務局長のあいさつ
4 月１日から事務局長に就任しました
清水章博と申します。
社会福祉協議会には「朝日村かたく
りの里」開所以来勤務しておりますが、
今日まで、社協活動は多くの地域の皆
さまとの「つながり」に支えられてきた
と強く実感しています。
この間、福祉や介護の制度も大きく変わる一方、超少子
高齢化や生活様式の多様化、また近年の新たな感染症の蔓
延などにより、暮らしの基盤である「地域のつながり」が一

子育て
ボランティアの
様子

ガソリン代実費

世帯会員

（村内の各世帯にご協力をお願いするものです。）

災害ボランティア
活動支援

福祉用具・福祉車両等
無料貸出事業の資金に

会 費の種 類

社会福祉協議会（社協）は、村民の皆様や関係者のご
協力のもと、一緒にご参加いただきながら、福祉の地域
づくりを進めるため、全国すべての市町村に設立されて
いる、営利を目的としない民間の組織です。
社協の運営は、村民の皆様からの「会費」や共同募金
の配分金、村からの補助金や委託料などを財源として、
朝日村におけるさまざまな福祉活動に取り組んでいます。
各ご家庭に配布されるチラシをご覧いただき、本年も
社協の会費についてご理解・ご協力を賜りますよう、心
からお願い申し上げます。

フードドライブ
事業による
食糧支援

層希薄になることで、様々な暮らしの課題が生まれています。
改めて、朝日村で昔から培われてきた「人と人のつながり」
と「地域の皆さまがもつ力」をもう一度見つめなおし、
「誰
もが安心して暮らすことができる福祉の地域づくり」を、住
民の皆さまや関係機関とともに目指していくことが、社協の
大切な役割の一つです。
地域の皆さまに気軽に声をかけていただける身近な社協
であるよう、職員一丸となって各種事業や相談支援に取り組
んでまいります。
今後とも皆さまの一層のご支援、ご協力をお願い申し上
げます。

理事及び評議員の
一部交替について

︵村議会議員︶
︵区長会︶
︵区長会︶
︵区長会︶
︵ボランティア連絡協議会︶
︵村福祉担当職員︶

興人 ︵長寿会連絡会︶
日出夫︵区長会︶
裕子 ︵村住民福祉課長︶

良二
常夫
正樹
令一
裕一
功

社会福祉協議会の理事及び評議員について︑
所属団体の役職改選等による退任に伴い︑
後任として次の方が選任されました︒
︻敬称略・順不同︼

○理事
武田
齊藤
上條
○評議員
髙橋
筒井
豊田
柳澤
山田
坂口

なお︑任期は定款で定められた期間となります︒

皆 様 か らの ご 寄 付

令和四年三月十六日から
令 和 四 年 六 月 十 五 日 ま で︵ 受 付 順 ︶

清沢勝治 様
一〇〇︑〇〇〇円
匿名 様
一〇〇︑〇〇〇円
筒井俊 様
三〇︑〇〇〇円
ハーモニカ同好会 代表 清沢初子 様
五〇︑〇〇〇円

皆様からの
あたたかいご寄付に︑
心からお礼申し上げます︒

ありがとうございました︒

