社会福祉法人
三沢市社会福祉協議会

福祉安心電話に 見
｢守りサービス が｣仲間入り

※
※
ひとり暮らしの高齢者等を
行われます︒
ます︒給付対象者は︑取り付
対象に︑近隣のネットワーク ②元気発信があったことを︑ け費用︑月会費ともに無償と
による緊急時の対応や日常生
中央センターから家族や協 なります︒
活の安心とふれあいを図る
力員にメールで配信します︒
﹁福祉安心電話﹂サービスに︑
このたび︑利用者からの﹁元 費用
気発信﹂機能が追加︒さらに︑ ■機材新規取り付け費用
その情報を遠方のご家族等に
↓６万６千円︵現行通り︶
メール配信するサービスも始 ■月会費
まりました︒
従来の機能のみの場合
↓１０００円︵現行通り︶
これまでの機能
元気発信機能も使用の場合
① 時間体制の緊急対応︵緊
↓２５００円
急ボタン︶
②相談対応︵相談ボタン︶
さらに
③火災報知器による自動通報
機材を設置せずに︑自宅の
④週１回のふれあい テレフォン 電話機を使って毎日の﹁元気
⑤協力員とのふれあいネット 発信﹂とメール配信も可能で
ワーク
す︒ただし︑緊急対応や火災
通報の機能はありません︒
新しい機能
その場合は︑月会費は１５
①利用者が毎日自分から元気 ００円で︑機材取り付け費用
発信︒
︵げんきボタン︶
は不要です︒
※現行の機材にげんきボタ

三沢市の給付制度を利用でき

ンが追加されます︒ 時間 給付制度
以上発信がない場合は中央
収入等による判定によって
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センターによる安否確認が

48

〒033-0011 三沢市幸町三丁目11−5
TEL 0176-53-3422 FAX 0176-52-4545
http://misawa-shakyo.jp/
発行者

元気発信ボタン

申し込みには
入会申込書とデータ調査票︑
また︑地域のネットワークづ
くりの観点から︑協力員の登
録が必要です︒ご相談をお待
ちしています︒

げんき

81

ア活動保険への加入をお勧め
します︒
また︑年度保険につき補償
期間は３月 日までとなって
おりますので︑ 年度への更
新がお済みでない方はお早め

災害ボランティアや復興支 賠償保険金 限(度額 ) ５億円
援ボランティアに参加される
→第一中の ㎏のキャップ
方は住所地での加入により往 詳しくは社会福祉協議会まで
︵平成 年 月１日来所︶ 復途上も補償対象となります︒お問い合わせください︒

災害ボランティア

ボランティア活動中の事故に
よりケガをした場合や︑他人
昨年度一年間で︑１００名
にケガをさせたり他人の物を の方が三沢市社協を通じて保
壊したりしたことにより︑法 険加入手続きをして︑被災地
律上の賠償責任を負った場合 域に赴かれました︒活動され
に保険金をお支払いします︒ た方の思いをお聞きしました︒
天災タイプの場合は︑地震・
号線を南下︒野田村以南で
噴火・津波によるケガも補償
は 壮絶な 光景を 目にしな がら
されます︒
宮古へ入りました︒全国各地か
ら集まった様々な︑そして大勢
年間保険料
のボランティアに驚きました︒
Ａプラン
２８０円
活動は︑泥水に浸かった写真
Ｂプラン
４２０円
の洗浄︑住居の泥出し︑掃除︑
天災Ａプラン ４９０円
ガレキ撤去などのお手伝い︒ガ
天災Ｂプラン ７２０円
レ キの中 から生 活用品や 思い
▼社会福祉協議会の会員や登
録団体がＢプランに加入する 出の品︑そして人骨までもが見
つかり︑やりきれない思いを抱
場合は１４０円を助成します︒
えながらの作業でした︒遺骨や
写真などが︑ご家族のもとへ帰
補償金額 ︵Ｂプランの場合︶
死亡保険金
２０００万円 れ ま す よ う に と 願 い な が ら ︑
現地を後にしました︒
後遺障害保険金２０００万円
こ れ か ら も 状 況 に 合 わせ て
入院保険日額 １１０００円
形を変えながら︑長い支援が必
通院保険日額
６３７０円
要だと切実に感じました︒私も
何 らかの 形でで きること を続
けていきたいと思っています︒
︵東町 Ｓ︶

個人や団体の数は︑把握で
きている分のみカウントして 補償内容
いますが︑匿名での活動もた
くさん行われています︒学校︑
児童館︑保育園や幼稚園︑職
ドカードは︑誕生日あり 場や団体活動の場で︑または
がとう運動本部︵神戸市︶ それぞれの家庭の中で︑集め
あつまれボックス
に送られます︒知的障が られた皆様の善意は︑形を変
社協事務所入り口の﹁あつ
い等に関する啓発活動に えて誰かの幸せのために役立
まれボックス﹂に︑昨年度も
役立てられています︒
っています︒
たくさんの善意が集まりまし
社会福祉協議会では︑皆様
た︒平成 年度に受け付けた ペットボトルキャップ
の思いをつなぐお手伝いをし
収集ボランティアの報告です︒約１３７０㎏︵ 万個︶
ています︒
個人２３３名 団体 ヶ所
プルタブ
換金額７５０８円
▼計量・換金し︑
﹁世界の子 ボランティア保険
ど も に ワ ク チ ン を日 本 委
員会﹂に寄附しています︒ ボランティア活動中の事故
への備えとして︑ボランティ
約３２０㎏
個人１５３名 団体 ヶ所
換金額７８７７円
▼移送サービス用のリクラ
イニング車イスの購入費
用に充てられます︒

ヶ所

31

にお申し込みください︒

24

使用済み切手
６６１９９枚
個人 名 団体

57

12

48

使用済みプリペイドカード

27

１７６１枚
個人６人 団体４ヶ所
▼使用済み切手とプリペイ

70

23

23

91
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新事業が始まります

﹃地域きずな・支えあい事業
三沢 ︱﹄

)
)
)
)

法律相談日の予定
５月８日 火(
６月 日 火(
７月 日 火(
８月 日 火(
法律相談は予約制で午後
１時から４時まで︒相談
時間は一人につき 分で
一日に六人まで受け付け
ております︒
なお︑すでに配布済みの
﹁法律相談日のお知らせ
︵年間予定︶
﹂では 月は
日 火( と)なっておりま
したが︑ 日 火( に)変更
になりました︒
30

三沢市社会福祉協議会
ふれあい相談所まで

５２︲３２７０

相談・予約は

福祉相談については常時
受け付けております︒

その他の困りごと相談や

11

in

な対策が取られていますが︑
町内会を中心に東日本大震災
で見直されたご近所の力をも
う一度取り戻し︑高齢者や
障害のある方々にも出来る範
囲で役割を担っていただきな
がら︑地域福祉の充実︑推進
を図ろうとするものです︒
皆さんのところにも社協の
職員が伺うかもしれません︒
ご協力をよろしくお願いいた
します︒

21 10 12

20

︱ ご近所の力

です︒これまでもいろいろ

13

!!

平成 年度の新規事業とし
て﹁地域きずな・支えあい
事業 ︱ご近所の力 三沢︱﹂
がスタートします︒
この事業は︑三沢市の協働
のまちづくりの一環として︑
高齢者や障害者など支援を必
要とする方々をご近所で支え
あって︑住み慣れた地域で安
心して過ごしていただこうと
するもので︑今年度は６町内
会をモデル地区とし︑おおむ
ね５年間で市内全町内会での
実施を目指します︒
今年度はまず︑支援を必要
とする方の実態把握のための
マップを作成し︑ご近所サポ
ーターによる日常生活の支援
in

や見守り︑災害時の迅速な避
難︑安否確認などを行う計画

24

おおぞら児童センター（岡小学区）の
ピカピカの一年生に元気の秘訣を教えてもらいました。

『どんなときに

元気になりますか？』

「お外であそぶと
げんきになりまーす！」

「お花にお水をあげるとゲンキになります♪」
「毎日ごはんをいっぱい食べてるからげんきー！」

「お父さんが遊んでくれると元気になるー！」
「だれかが笑うとみんなも笑ってげんきになるよ！」

みんなで駆け寄ってきて元気いっぱいに答えてくれました。

日から４月

日

日 １０︑０００円

高屋敷 松五郎 様
４月

共同募金コーナー

23

ありがとうございました
１月

24

までに頂いたご寄附を
指[定寄附 ]
年度もたくさんの皆さま
ご紹介します︒ 民生委員児童委員協議会 様
にご協力をいただきました︒
１月 日 ２１︑９６８円
この募金は県の共同募金会
寄[附金 ]
↓助け合い金庫への寄附
に集められ︑今年度の事業費
カラオケ教室合同発表会
青森県立三沢商業高等学校
として地域に配分されます︒
中野 米子 様
２年３組 様
自分のまちを
１月 日 ２６︐５８７円
２月 日 ３０︑０００円
良くするしくみ
大和講古間木支部
↓車イス購入費用として
赤い羽根共同募金
代表 二ッ森 トヨ 様
２月３日 ２０︑０００円 災害義援金
[
]
小比類巻 トヨ 様
山田 龍治 様
２月 日 １０︑０００円
２月 日 ５︑０００円
三沢市公会堂指定管理者
一戸 俊介 様
株式会社 東北共立 様
３月 日 １︑０１１円
２月 日 ６４︑９００円
匿名４件 ４５︑０００円
秀梢会 様
三(沢市共同募金委員会受付分 )
２月 日 ２３︑０９０円
柿本 由佳 様
○東日本大震災への災害義援
２月 日 １０︑０００円
金の受付期間は平成 年９月
中村 フジ 様

15

３月１日 １０︑０００円
三沢市フレンズダンスサークル

日までとなっております︒
︵共同募金委員会︶

○社会福祉協議会・共同募金
代表 成田 龍一 様
委員会への寄附は︑
３月 日 ３０︑０００円
税制上の優遇措置
早乙女 清次郎 様
が認められており
３月 日 ５０︑０００円
ます︒

10 件

学校募金

75,000 円

83,846 円

12 件

販売機募金

5,000 円

6,797 円

1件

ネット募金

0円

60,000 円

1件

法人募金

300,000 円

292,000 円

68 件

6,550,000 円

6,886,815 円
赤い羽根募金実績額 6,886,815 円

見︑ご感想をお待ちしており
ます︒
なお︑次号では年末年始町
内会活動報告と決算報告を
お伝えします︒

根共同募金﹂の配分金で作成
しています︒皆様からのご意

この社協だよりは︑
﹁赤い羽

ご投稿をお待ちしております︒

﹁川柳の時間﹂への皆様からの

事務局 松田

巷では 社協
福祉の何でも屋

政府から
お呼びのオオイ再稼動

春なのに
とてもお寒い危機管理

幸町 木村律子

基地の町
爆音まくらに猫昼寝

川柳の時間

239,409 円

桜餅 春の足音 腹の中

200,000 円

2件

街頭募金

40,000 円
12 件

法人募金
1,915,820 円

7件

1,670,000 円

787,536 円
団体募金

団体募金
11 件

2件

152,217 円

63,947 円

150,000 円

職域募金
職域募金

9件

4,136,726 円 8,549 世帯

88,111 円

4,150,000 円

個人募金
戸別募金

実 績 額

実 績 額

計

28

13
30

20

29

22

歳末たすけあい募金実績額 979,594 円
目 標 額

合

30

31

10

14

27

27

12

25

