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「ボッチャ」に挑戦！
10月31日、下中津川・小中津川・佐倉地区の「♨
ゆへいり倶楽部」が開催されました。午前中は温泉（ゆ
しみました。
へいり）を、午後は交流をみんなで楽○
写真は「レクリエーション ボッチャ（※）
」に挑
戦している様子。グループ対抗で、白い的（目標球）
に向けて、どちらがより近づけられるか競いました。
※「ボッチャ」とは、ヨーロッパ生まれで、障がい者のために考案された
スポーツ。パラリンピックの正式種目です。
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☆「てのひら」の作成経費には、共同募金配分金や会員会費の一部を使用させていただいております。
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《村内地域福祉の推進に活用させていただきます！》

村外協力会員,
69件, 525,000円,
29.6%

一般会員,
521件, 544,000円,
30.7%

賛助会員,
25件, 280,000円,
15.8%

特別会員,
83件, 425,000円,
24.0%

平成 30 年度会費額合計 1,774,000 円（前年度比 0.51％増）
会員会費は、除雪支援や住民支え合い、相談、広報各事業等に活用させていた
だいております。今年度の賛助会員様並びに村外協力会員様は次の通りです。
い ただきありがとうございました。
ご支援 ○
［ 賛助会員 25 団体･事業所（順不同） ］
＜村外＞
☆ふるさと会津昭和村会 様（東京都）
☆昭和郷友会 様（会津若松市）
☆イガラシ塗装 様（会津若松市）

□一般会員
一口 1,000 円
□特別会員
一口 5,000 円
◯賛助会員 一口 10,000 円
◯村外協力会員一口 5,000 円

☆正法寺 様
☆企業組合夢空間 様
☆やまか食堂 様

＜野尻＞
☆栗城馬場工業㈱ 様

＜小中津川＞
☆昭和福祉会 様
☆昭和調剤薬局（㈱エミナメディカル） 様

＜下中津川＞
☆㈲グリーンファーム 様
☆㈲金子電気店 様
☆オーハラ堂 様
☆ＪＡ会津よつば昭和支店 様
☆㈱奥会津昭和村振興公社 様
☆カンケ電化サービス 様
☆舟木溶接工業 様
☆（N）苧麻倶楽部 様
☆昭和新聞販売所 様

＜喰丸＞
☆金子建設㈱ 様
☆㈲羽染商会 様
☆昭和事務機 様
＜大芦＞
☆㈱昭和フーズ 様
＜小野川＞
☆㈲ヤマカ産業 様
☆渡辺農機具店 様
☆菅家博昭 様
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［ 村外協力会員
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69 名（順不同） ］

＜福島県外 31 名＞
☆五十嵐 まさこ 様（埼玉県蕨市）
☆齋藤 進 様（神奈川県大和市）
☆五十嵐 福男 様（千葉県成田市）
☆小林 一彦 様（千葉県市川市）
☆栗城 タミ 様（東京都多摩市）
☆五ノ井 秀邦 様（千葉県習志野市）
☆照沼 昇 様（神奈川県横浜市）
☆渡部 則幸 様（東京都江東区）
☆渡部 正一 様（埼玉県さいたま市）
☆栗城 千代子 様（東京都府中市）
☆星 正 様（茨城県古河市）
☆斉藤 邦男 様（神奈川県横浜市）
☆鈴木 春美 様（神奈川県相模原市）
☆栗城 正人 様（東京都墨田区）
☆五十嵐 哲夫 様（東京都板橋区）
☆舟木 一夫 様（千葉県船橋市）
☆皆川 二郎 様（宮城県仙台市）
☆本橋 リエ子 様（埼玉県深谷市）
☆田中 ユキ子 様（東京都豊島区）
☆髙橋 純子 様（埼玉県所沢市）
☆本名 郁子 様（東京都文京区）
☆山内 博之 様（茨城県つくばみらい市）
☆井上 洋子 様（埼玉県所沢市）
☆五十嵐 正太郎 様（埼玉県桶川市）
☆酒井 和男 様（山梨県甲府市）
☆本名 勉 様（神奈川県川崎市）
☆大竹 茂 様（千葉県松戸市）
☆中村 初枝 様（東京都大田区）
☆酒井 春喜 様（栃木県宇都宮市）
☆明石 千代子 様（神奈川県川崎市）
☆福司 サキ子 様（宮城県仙台市）
＜福島県内 38 名＞
☆栗城 昭雄 様（会津若松市）
☆本名 寿 様（会津若松市）
☆舟木 日出男 様（福島市）

☆束原 代里子 様（福島市）
☆栗城 義政 様（会津若松市）
☆栗城 真人 様（会津若松市）
☆酒井 正 様（会津若松市）
☆星 陽子 様（会津若松市）
☆齋藤 義一 様（会津若松市）
☆匿名 様
☆栗城 泰造 様（会津若松市）
☆片倉 町枝 様（白河市）
☆束原 康文 様（白河市）
☆本名 正一 様（郡山市）
☆星 良二 様（須賀川市）
☆羽染 幸弘 様（会津若松市）
☆菅家 作二 様（会津若松市）
☆栗城 岩代 様（会津若松市）
☆五十嵐 睦子 様（会津坂下町）
☆小林 泰二 様（会津若松市）
☆酒井 秀三 様（会津美里町）
☆神田 里子 様（会津若松市）
☆舟木 正信 様（会津若松市）
☆五十嵐 英明 様（会津若松市）
☆本名 与四郎 様（三島町）
☆星 德男 様（会津若松市）
☆白岩 菜苗 様（郡山市）
☆五十嵐 謙一 様（郡山市）
☆猪岐 隆 様（会津若松市）
☆小林 英俊 様（会津若松市）
☆栗城 守男 様（会津若松市）
☆栗城 英晴 様（会津若松市）
☆五十嵐 寿 様（会津若松市）
☆本名 宗男 様（会津若松市）
☆栗城 久美 様（会津若松市）
☆小林 浩昭 様（会津若松市）
☆馬場 義昭 様（会津若松市）
☆猪股 金栄 様（会津若松市）
※猪股金栄様は、本年 8 月にご病気によりお亡く
なりになられました。これまでのご支援に感謝申し
上げ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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＝赤い羽根募金＝
＜戸別募金＞ 541 世帯 募金額 270,500 円―①
＜職域募金＞ 17 事業所 募金額 123,200 円―②
＜学校募金＞ 2 校 募金額 9,575 円―③
＜その他の募金＞
募金箱設置
15 箇所
募金額 15,602 円―④
【合計額】
①＋②＋③＋④
＝418,877 円―⑤
【達成率】
⑤÷298,000 円（目標額）
×100≒140.56％
【前年度比】
⑤÷429,704 円（前年度）
×100≒2.52%減

＜協力事業所＞（順不同）
＜職域募金＞
＜学校募金･募金箱設置＞
◆栗城馬場工業㈱様
◆昭和小学校様
◆㈲グリーンファーム様 ◆昭和中学校様
◆㈱ 奥 会 津 昭 和 村 振 興 公 社 様 以上 2 校
◆ＪＡ会津よつば昭和支店様 ＜募金箱設置＞
◆会津森林管理署昭和森林事務所様 ◆道の駅からむし織の里しょうわ様
◆会津坂下消防署昭和出張所様 ◆野尻郵便局様
◆喰丸郵便局様
◆昭和福祉会親睦会様
◆昭和簡易郵便局様
◆中澤精工㈱様
◆オーハラ堂様
◆金子建設㈱様
◆会津坂下警察署昭和駐在所様 ◆ハゾメショッピングセンター様
◆昭和調剤薬局様
◆JA 昭和給油所様
◆昭和村役場様
◆羽染商会様
◆昭和村議会様
◆しらかば荘様
＝地域歳末募金＝
◆昭和村商工会様
◆ファーマーズカフェ大芦家様
※次号で報告いたします。 ◆昭和村観光協会様
◆昭和村公民館様
＜戸別募金＞
◆昭和村民生児童委員協議会様 ◆昭和村観光協会様
540 世帯
◆昭和村社会福祉協議会 ◆（N）苧麻倶楽部様 他
募金額 270,000 円
以上 17 事業所
以上 15 事業所

「地球や人に

□■□ 第 19 回 てのひらクイズ
やさしいこと
ワ ードを探せ！」□■□
「キー○
はじめませんか！」
問題 誌面の中に○で囲まれた文字（ひらがなやカタカナ、数字は
除きます）が 5 つあります。その文字を並べ替え、一つのことばを
作ってください。※ヒント＝動物に例えられたものです。
応募方法 （イ）クイズの答え（ロ）氏名（ハ）住所 （ニ）電話
番号（ホ）社会福祉協議会へのご意見やご要望を記入し、郵送また
は持ち込みで昭和村社会福祉協議会事務局へご応募ください。
応募期限 平成 31 年 1 月末まで
当選 正解者の中から抽選で 2 名様へ「赤い羽根図書カード 500 円
分」をプレゼントします。

★プルタブで車椅子
通算での収集量
約 4,300 ㎏
（Ｈ30.11.30 現在）
☆現在 10 台目に挑戦して
います。
★「書き損じはがき」募集中！
盲導犬育成にご支援ください。

［第 18 回てのひらクイズ答え：とりいとうげ（鳥居峠）／当選者：星徳男 様（会津若松市）、本名昭枝 様（小中津川）］
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除雪支援事業や除雪機械貸出事業の利用をお考えの方へ
「利用契約」の手続きはお済ですか？
昭和村社会福祉協議会が実施する除雪支
援事業（※1）や除雪機械貸出事業（※2）の
利用を予定されている方は、事前に社会福祉
協議会と利用契約（支払い方法や損害対応等
の申し合わせ事項、口座情報登録など）の手
続きをお願いいたします。
一度手続きをしていただきますと、契約者
や料金支払いの口座情報等の変更がない限
り、その後の手続きは必要ありません。

除雪支援事業

また、利用契約の手続きは、利用
したいその日にできるとは限りませ
ん。期日に余裕をもってご準備いた
ね がいいたします。
だきますようお ○

除雪機械貸出事業

（※1）除雪支援事業：利用される方が、社会福祉協議会へ除雪作業全般について
依頼をする事業です。依頼に基づいて、作業員（除雪機械を含む）を派遣
します。
（※2）除雪機械貸出事業：利用される方が、社会福祉協議会が所有する除雪機械
と除雪機械運搬車を自ら借りて作業する事業です。
（※1）
・
（※2）共通：除雪支援事業と除雪機械貸出事業は、ともに有料の事業とな
りますが、高齢者世帯や障がい者世帯、母子世帯などについては、昭和村
より経費の一部補助があります（補助の上限額：一冬 20,000 円／世帯）
。
月日
1 月上旬
平
成
31
年

2 月下旬
3 月上旬
3 月中旬
3 月下旬
3 月下旬

今後の主な予定
ゆきだるマン活動（毎週日曜日～3 月中旬）
※「やまがら（昭和村公民館発行）
」をご覧ください。

雪まつり（からむし織の里）
老人作品展示会（からむし織の里「織姫交流館」
）
理事会
評議員会
てのひら第 73 号発行
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地域の福祉推進に役立てます！
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（平成 30 年 9 月 1 日～11 月 30 日）＊受付順

【ご寄附】
◇馬場 義昭 様（会津若松市） 30,000 円
故 馬場 善衛門 様（佐倉）のご遺志を社会福祉のために
◇五十嵐 善之 様（茨城県高萩市） 50,000 円
故 五十嵐 ナヨ 様（大芦）のご遺志を社会福祉のために
◇山内 常一 様（野尻）
50,000 円
故 山内 カヤノ 様のご遺志を社会福祉のために
◇栗城 イク 様（下中津川） 50,000 円
故 栗城 金三郎 様のご遺志を社会福祉のために
◇金子 芳正 様（大芦）
50,000 円
故 金子 トモ子 様のご遺志を社会福祉のために
※金子芳正様は、本年11月にご病気に
よりお亡くなりになられました。これ
までのご支援に感謝申し上げ、謹んで
ご冥福をお祈り申し上げます。

10/5 サロンきさらぎ（大芦きさらぎ会様）

11/12 収穫祭（よつばの会様）

う ございました＝
＝ありがと ○

【寄贈】
◆本名 新矢 様（小中津川） 花苗
＜歳末お楽しみ弁当へ＞
◆青木 とみ子 様（野尻） 野菜
【ボランティア・体験活動】
◆下中津川班 様 ◆杉の子会 様
◆大芦きさらぎ会 様
＜昭和福祉会 様へ（本会受付分）＞
◆鈴木 春夫 様（下中津川）頭髪洗剤
◆佐藤 平喜 様（下中津川）花苗
◆佐々木 良作 様（松山）野菜
◆星 三男 様（大芦）洗濯洗剤
◆よつばの会 様 野菜

10/11 すみれ荘環境整備（よつばの会様）

11/5 赤い羽根学校募金協力（昭和中学校生徒会様）

社会福祉協議会に対するご意見･ご要望をお待ちしております。お気軽にお寄せください。
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電話：0241-57-2655 ／ FAX：0241-57-2649／ URL: http://showa-shakyo.or.jp ／ E-mail： showa-shakyo@helen.ocn.ne.jp

