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新 年 会
笑顔が溢れてます !!笑顔が溢れてます !!



歳末たすけあい募金で集まったお金の使い道歳末たすけあい募金で集まったお金の使い道
　●  おせち食材配食事業  ● ●  お便り事業 ●
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歳末たすけあい募金運動
（令和 4年 10月 1日～ 12月 31日実施）
ご協力ありがとうございました。

令和４年度古殿町共同募金運動の実績
古殿小学校様より石川ライオンズクラブ様より 古殿中学校様より

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
1,468,650円

● 個別募金　　 984,200円
● 法人募金　　 440,000円
● 職域募金　　　44,450円

歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金
524,813円

● 個別募金　 　421,800円
● 学校募金　　　25,756円
● 職域募金　　　19,050円
● イベント募金　17,806円
● その他の募金　40,401円

☆令和4年度歳末たすけあい事業に活用されてます。☆令和5年度の福祉活動に役立てられます。

赤い羽根共同募金

　「自分の町を良くするしくみ」を合言葉に共同募金運動が行われ、今年度も多くの皆さまからあ　「自分の町を良くするしくみ」を合言葉に共同募金運動が行われ、今年度も多くの皆さまからあ
たたかい募金をお寄せいただきました。たたかい募金をお寄せいただきました。
　お寄せいただいた募金は町内で支援を必要としている方や、地域福祉の推進のために行われる　お寄せいただいた募金は町内で支援を必要としている方や、地域福祉の推進のために行われる
様々な事業へ幅広く役立てられております。様々な事業へ幅広く役立てられております。
　　今後も変わらぬご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。今後も変わらぬご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。



　研修会では、古殿町地域包支援センター、水野寛人作
業療法士による健康生活支援講習～頭のコリをほぐす脳
トレ～が行われ、笑いもあり、心身ともにリフレッシュ
した研修となりました。
　古殿町赤十字奉仕団では、会員の
募集を行っています。興味のある方
は、町社協（TEL53-4394）にご連
絡願います。

心のこもったプレゼントを頂きました！
古殿小学校６年生の皆さんから

担任の先生が代表で
届けに来て下さいました。

「おじいちゃんとおばあ
ちゃんの笑顔」を思い浮か
べ「健康」「安全」「幸せ」
そして「長寿」を願って作っ
てくれました。

　認知症養成講座や、高齢者疑似体験で学んだ事を活かし、おじいちゃん、おばあちゃんが分か
りやすいように、見やすいように、持ちやすいようにと、一つ一つ皆で考え、工夫しながら作っ
てくれました。
　早速、デイサービスで使わせていただき、皆さんとても楽しまれていました。温かいプレゼン
ト、本当にありがとうございました。

くす玉

すごろく

塗り絵

輪投げ

石川方部赤十字奉仕団連絡協議会令和４年度後期研修会が開催されました。
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介護休業制度等に関する問い合わせ先

介護に関する相談は勤務先の他に、福島労働局や古殿町地
域包括支援センターでも受け付けています。ご不明なこと
がありましたらお気軽にご相談ください。

●福島労働局雇用環境・均等室
　TEL：024-536-4609
　労働者用フリーダイヤル：0800-8004611
●古殿町地域包括支援センター
　TEL：0247-53-4403（月～土曜日：8:30～17:30）
　古殿町松川字横川99-1（古殿町社会福祉協議会内）

４

介護で仕事を辞める前にご相談ください！

仕事と介護の両立支援制度
介　護　休　業

対象家族１人につき３回ま
で、通算93日まで休業で
きます。パートやアルバイ
トなどの契約労働者も一定
の要件を満たせば取得でき
ます。

介　護　休　暇

介護や通院の付き添い、介護サービ
スの手続き、ケアマネージャーとの
打ち合わせなどを行うために、年５
日（対象家族が２人以上の場合は年
10日）まで、1日または時間単位
で休暇を取得できます。

その他にも

短時間勤務の措置

時間外労働の制限

所定外労働の制限

深夜業の制限



問い合わせ先：古殿町地域包括支援センター
TEL：0247-53-4403（月～土曜 8:30～17:30）

５

私たちのふるどのオレンジカフェ私たちのふるどのオレンジカフェ

ふるどのふるどの
オレンジカフェのご案内オレンジカフェのご案内

ふるどのオレンジカフェはどんな場所？
オレンジカフェは別名「認知症カフェ」といいます。認知症
の人やその家族、地域住民、介護や福祉などの専門家など誰
でも気軽に集える場所です。

認知症の人のための場所ですか？
認知症の人だけではなく、誰でも訪れることができる
のがオレンジカフェの特徴です。

１

何が行われているのですか？
コーヒーやお茶を飲みながら気軽にお話しをしています。
時々レクリエーションや小物を作ったりもします。

2

高齢者のサロンと同じですか？
高齢者だけでなく子どもや若い人など全ての人が参加できます。
また、介護や医療関連の職種がおり、専門的な相談もできます。

3

いつどこで行われていますか？
古殿町では毎月25日に行われています。（25日が日曜日の場合は翌日26日）場
所は古殿町社会福祉協議会（コスモス荘）時間は９時30分～11時30分です。

4



３年ぶりに交流会を開催しました‼３年ぶりに交流会を開催しました‼

　　　第  27  号

３年ぶりに交流会を開催しました‼３年ぶりに交流会を開催しました‼
　令和４年12月４日（日）午前９時３０分より、古殿町社会福祉協議会（コスモス荘）の交流ホー
ルにてファミ・サポ主催の交流会を３年ぶりに開催しました。
　今回は、『子どもの足と靴のおはなし会』と題し、家族同士交流しながら、お子さんの成長に大事
な『足』と『靴』の関りをシューフィッターでもある、町地域おこし協力隊の吉田チエミさんより、
わかりやすく説明していただき、『足』の計測をしながら、今履いている靴についてアドバイスをい
ただきました。
　また、小さなお子さんは『キッズスペース』や特設の『うり坊たたき』『スカットボール』で楽し
い時間を過ごしました。

マスクを取ってはい、チ～ズ

皆さん、真剣なまなざしです

ちょっとだけ動かないでね

足と靴のおはなし会の
はじまりです

むずかしいけど  楽しいよ～ 

僕の靴はちゃんと合ってる？

６



古殿町ファミリー・サポート・センター
ＴＥＬ　０２４７－５３－４３９４（古殿町社会福祉協議会 内）

キッズスペースにキッズスペースに
あそびにあそびに

きませんか？きませんか？

月曜日～土曜日　朝９：００～夕方１７：００
日曜日・お盆(14日～16日)、敬老の日、春分の日、秋分の日
年末年始(12月30日～1月4日)

※申請、予約は不要です

開　場
お休み

橋渡しが
ファミリーサポートです

どうしよう
今日迎えに行けない

みんなで一緒に子育てができる地域づくりを目指していますみんなで一緒に子育てができる地域づくりを目指しています

大丈夫！
私達に任せてね

　ファミリー・サポート・センターは、地域において子育てを手助けして欲しい
人（お願い会員）・子育ての手伝いをしたい人（預かり会員）とが、お互いに援
助活動を行う会員組織です。
　ただいま平日に活動していただける方を募集しております。活動内容・登録内
容などについては、当センターへお気軽にお電話またはお越しください。

ファミ・サポ会員募集中

７



　毎年５月は日本赤十字社社費の納入を
お願いしております。
        １世帯　５００円
　災害救護や血液・医療事
業、国際的な災害救護など
に充てられております。
皆様のご協力よろしくお願
いします。

８

令和5年度　ふれあい総合相談所のお知らせ

※弁護士が出席し、相談は無料、秘密は厳守
します。ご相談がある方は社会福祉協議会
へ連絡ください。

R５４月４日㈫ 【時間】
10:00～12:00

【場所】
古殿町社会福祉協
議会相談室

６月６日㈫
８月１日㈫
10月３日㈫
12月５日㈫

R６２月６日㈫ 古殿町社会福祉協議会　☎53ー 4394

日本赤十字社日本赤十字社
　　　社費納入について　　　社費納入について

配食ボランティア募集配食ボランティア募集

令和 4 年度社会福祉協議会令和 4 年度社会福祉協議会

会員会費ご協力会員会費ご協力
　ありがとうございました　ありがとうございました

　㈱ツルハホールディングス様及び、クラシ
エホールディングス㈱様より、全国のツルハ
ドラックの店頭で行った共同キャンペーンの
売上の一部で購入した車椅子10台が地域貢
献の一環として、福
島県社会福祉協議会
へ寄付されました。
そのなかの1台が当
協議会に寄贈されま
した。大切に使わせ
ていただきます。

運転してくれる方・配達してくれる方の
配食ボランティアを募集
しています。
ご協力お願い致します。

　今年度も多くの皆様に当協議
会会員として、一般会費（各行政
区）・法人会費の納入にご協力あ
りがとうございました。皆様から
いただきました会費は、社協福祉
事業のために有効に活用させて
いただきます。

【受付期間】
　令和5年4月12日㈬～7月6日㈭
【表彰該当者】
　　昭和48年1月1日から同年12月31日
までに結婚した夫婦を対象とします。
　　ただし、昨年に申込みの手続きをし
なかった夫婦もその対象となります。
　　申し込みは各地域の老人クラブ又は
町社会福祉協議会まで申請して下さ
い。

車 椅 子 寄 贈車 椅 子 寄 贈 金婚夫婦申請受付金婚夫婦申請受付
はじまりますはじまります

令和5年度より、古殿町社会福祉協議会で、
ふれあい総合相談所を開設します。
相談の方は予約が必要です。

毎週木曜日の夕方４時から、高
齢者宅にお弁当を届けながら声
掛けし健康状態を確認してくる
１時間程度のボランティアです。


