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見て見て！ステキなリースができました♥

リボンを結んで・・・いい感じじゃない？
これで合ってる？？

最後の仕上げにお星さまをトッピング☆
これで合ってる？？

真剣に巻きつけ中～ちょっと慣れてきました
これで合ってる？？

令和２年12月、今年度最初の寄りあいっこを開催しました。新型コロナウイルス感染防止のため開催を控えており、実
に10カ月ぶりの開催です。今年度は遠出を控え、手作りイベントをメインに再開の運びとなりました。
今回は、「簡単♡かわいい

ポンポンのクリスマスリースづくり」がお題で、毛糸でクリスマスのリース飾りを手作りし

ました。「おらさもできるべか・・・」と不安そうに毛糸を手にする方もおられましたが、２玉３玉と作るうちにポンポン
のクオリティはどんどんあがり、最後はできあがったクリスマスリースを見せ合ってご満悦、会場にはにっこり笑顔があふ
れていました。
※新型コロナウィルス感染予防対策を整えて開催しております。
この社協だよりは社協会費と共同募金配分金により発行しています。
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新年のご挨拶
社会福祉法人田子町社会福祉協議会

会長

田

尚

久

町民の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は新型コロナウイルス感染症により多くの活動が制限されることとなりました。この災
禍により、生活様式や働き方にも大きな変化が生じ、人と人とのつながりも希薄になることで、
社会的孤立が一層顕著になり、複合化・多様化した地域生活課題も顕在化されております。
時代の変化に合わせた事業展開が求められる中で、本年も、行政をはじめとする関係機関、
社会福祉団体、町民の皆様と協働しながら、つながりを絶やさない取り組みを進めて参る所存
ですので、変わらぬご支援ご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症は依然として猛威をふるい続けておりますが、事態が一日も早く
終息することを願うとともに、新しい年が皆様にとって健やかで幸多き年となりますよう心か
らお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

コロナ禍で急遽中止！

第54回田子町社会福祉大会

町民の皆様におかれましては、いつも田子町社会福祉
大会及びチャリティーバザーにご協力頂きまして改めま
して感謝申し上げます。
さて、今年度は皆様もご承知のとおりコロナ禍によ
り様々なイベントの中止が相次ぎ、福祉大会、チャリ
ティーバザーについても参加者の安全を第一に考え、急
遽中止とさせて頂きました。
そこで、本来であれば、福祉大会にて表彰される皆様
を誌面にてご紹介致します。多年にわたる社会福祉の発
展への多大な貢献により表彰を受けられました皆様、さ
らには、社会福祉の発展に多大なる援助を頂き感謝状を
贈呈されます皆様には、深く敬意を表するとともに心か
らお祝い申し上げます。

＊敬称略・順不同
（伝達の部）
・令和２年度青森県共同募金会会長表彰（募金活動奉仕）
一ノ渡尚武
大久保 稔
梅内 勝子
田中たず子
田畑 恵以
山崎 文子
・第70回三戸郡社会福祉大会表彰（社会福祉協議会職員）
尾形富佐子

（表彰並びに感謝）
１．表彰の部
・高額寄付者
特定非営利活動法人陽だまりの家
・福祉協力員
梅内 勝子 田中たず子 田畑 恵以
・ボランティア活動
石川 記義
佐藤 広志

山崎

文子

２．感謝の部
・チャリティーバザー
尾形八重子
福田しのぶ
堀合 のぶ
前川 トミ
舛田 律子
山市 とし
簗田 良子
日本郵便株式会社田子郵便局
株式会社ジェー・シー・アイ八戸支店
株式会社中野グループ ダスキン八戸

今年度表彰を受けられた方・福祉団体

・令和２年度全国社会福祉協議会会長表彰（社会福祉協議会・民間社会福祉団体関係功労者）
堀合拡史（田子町老人デイサービスセンター所長）
・令和２年度青森県知事表彰優良市町村老人クラブ連合会表彰
田子町老人クラブ連合会
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※敬称略・順不同
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白熱！グラウンドゴルフ記録会！

盲導犬体験実習をしました！

目指せ、ホールインワン！

手引き歩行の練習中

10月19日、田子町農山村広場にてグラウンドゴルフ記録
会を開催しました。
今回は田子町老人クラブ連合会に登録されている方から
参加者を募ったところ14名が参加し、４チームに分かれて
行いました。新型コロナウイルス感染症によりイベントの
中止が相次いだ中での今回の記録会であったため、感染症
予防対策のもとみなさん楽しみに臨まれていました。
競技では、日頃の練習の成果を発揮されている方や久し
振りのゴルフを楽しまれている方など、わきあいあいとし
た雰囲気の中で行われました。表彰式では１位～３位と
ブービー賞の他、ホールインワン賞を３名が表彰されまし
た。感染症対策の制限がある中でしたが、みなさん楽しみ
ながら交流を深めることができた記録会でした。

11月６日田子高校で、選択授業を履修している２、３年
生９名を対象に盲導犬体験実習を行いました。今回は、盲
導犬ユーザーの梅沢愛子氏を講師に招き、盲導犬について
や視覚障害がある方のサポート方法についての授業を行い
ました。
まず講義では、盲導犬の仕事内容について、ユーザーの
生活をどのようにサポートしているかを説明いただきまし
た。また、視覚障がいがある方が活用している道具の紹介
もあり、生徒は興味深い様子で学んでいました。
体験学習では、視覚障がいがある方が道に迷っている場
面を想定し、手引き歩行を実際に行いました。歩く速さを
調整したり、声掛けを工夫してみたりとそれぞれ試行錯誤
しながらも楽しんで取り組んでいました。

100歳おめでとうございます！

子育てサロンを開催しました！

みんなで記念撮影

親子でチャレンジ！

10月23日、せせらぎの郷ホールにて奥家弘様の「100歳
を祝う会」が行われました。
スーツ姿のご本人は少し緊張した面持ちでしたが、田子
町長と簗田重身副会長からお祝いの言葉と花束を贈呈され、
笑みを浮かべ喜ばれていました。
また、鏡開きやくす玉割り、田子町老人デイサービスセ
ンター利用者様からの花束贈呈が行われました。職員手作
りの誕生日ケーキが登場して、ハッピーバースデーの歌と
ともにろうそくを勢いよく吹き消す姿に、参加者からは大
きな拍手とおめでとうが送られました。
奥家弘様は池振地区に生まれ、漆掻き職人として勤めて
いました。100歳のお祝いを受け、ご本人は「皆様にお祝
いをしていただき、嬉しいです。
」と笑顔で話されていま
した。
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12月21日、学童保育施設すくすく館にて子育てサロン
を開催しました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影
響でなかなか活動できずにいましたが、晴天にも恵まれ戸
外ではありますが、今年度第１回目の現場開放となりまし
た！
今回は『ちょこっとクリスマス』をテーマに、①好きな
オーナメントを１つ選ぶ②たくさんのボールの中から風船
を探すなどのミッションを挑戦していただき、全てクリア
した親子にはプレゼントが贈られました。
玄関には写真ブースを設置してクリスマスツリーと一緒
に写真をパチリ✌自然と笑顔がこぼれ、楽しい思い出が出
来ました。素敵な写真は後日2021年のカレンダーとしてプ
レセントします♪楽しい時間をありがとうございました＆
メリークリスマス☆
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絵はがき配布事業

シルバー川柳
※この事業は赤い羽根共同募金の配分金により実施されました。

としくても コロナなんかに まげないぞ

スマホより コロナ嫌いと むくれ声

コロナ禍で 何もできず

根比べ いつまで続く 新コロナ

散歩だけ

一日を 明るく過ごし 元気取り戻す

生活を 変るよコロナ 新しく

孫が来ぬ コロナが孫の 足とめる

コロナ禍に 負けてなるかと 山登る
70代女性の部

ふわふわと はやくとんでいけ コロナくん

今日も又 同じこと聞く 夫かな

コロナ君 月の世界へ 飛んで行け

若き日に たてた計画 どこへやら

低い鼻 コンプレックスを マスクに隠し

十和田湖の スカイランタンに 祈り込め

コロナ禍は 初春に発病

コロナ禍の 収束めどつかず

早中秋に

４連休を 人出見るテレビ 吾いつもの吾
「ババ元気」 動画で会話

孫可愛い♡

秋の空 コロナにまけるな 収穫実りあれ

不安の日々

手洗いと ブクブクうがい 続けます
あついのに はやくマスクを とりたいね
コロナ禍で グランドゴルフ だけが出来！

ネコのクロと たのしくあそんでくらす じじとばば コロナ禍中 中止のお知らせ 彼方此方
我が家でも ３密避ける ダイニング

絶対に 密にならない 食事会

秋の空 コロナにまけるな 収穫実りあれ

安全な コロナ対策

早くコロナが終わってほしいです

楽しみは 先に延ばさず

練る会合
今日生きる

家族の部
どちらさま おしゃべり上手で 声でみる

母偲ぶ
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笑顔満開 さるすべり

11111111111111111111

70代男性の部

「コロナに負けるな！絵はがき配布事業」では、往復はがきに学童利用児童に絵
はがきのメッセージを書いてもらい、返信部分に「アンケート」と「川柳」等を記
入していただきました。
今の気持ちを川柳に詠んでいただいたところ、コロナも吹き飛ばすような力強さ
とユニークさあふれる力作がたくさん寄せられたので、ご紹介します！


（６ページではアンケートの集計結果を記載しています。）

11111111111111111111

80代男性の部
ゼッタイに カカリタクナい コロナニわ

コロナさん さようならです 手を洗う

一日の 日課は散歩

コロナには まけてたまるか おとこだよ

老い二人

飲んで食べ 働き散歩で コロナに負けず

コロナには 負ける気がない 二人です

80代女性の部
手洗いや マスク 忘れず

気を強く

いきがいで ころなにまけない がんばります

はたらいて からだを やすめろけのふろ

コロナには まけてたまるか このとしで

コロナさん

花柄の マスクをつけて 秋日和

八十のわたしを 好かないで

毎日歩いて 老人センターの 風呂に入ってます コロナ君

早く消えて 世の為に

ミンナヤダ ハヤクオサマレ コロナヤダ

いきがいで 今日もたのし 汗ながす

コロナいや わたしは クルナといってやる

あさやけに 鳩の泣く声 ききながら

コロナさん

いきがいで 年を忘れて 筋トレす

消えゆく旅に お願いね

コロナクン シズカニネムレ エイエンニ

急がずに コロナに負けず

収束が

彼岸花

見えないコロナ 神だのみ

歩きます

心愁いし 日々友想ふ

こしまがり ねてもさめても まがりこし

コロナ禍

イチドシンデルコノカラダ イマイキテイル
カミサマノ オカゲデス ガンバリマスヨ

負けられぬ コロナなんかに 頑張ろう

コロコロと どこまでコロぶ まてとまれ
残暑と コロナの重さ まだつきぬ

感染防止策 を図る(ねる)

コロナ来て ふれ合いへって こごと言う
秋ばれの 野菜作りに ふたり行く
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絵はがき配布事業
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アンケート集計結果

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため地域活動が自粛されているなか、閉じこもりによる高齢者の虚弱化、社会
的孤立が懸念されています。田子町社会福祉協議会では、このような状況の中でも「つながり」を感じていただくため
の絵はがきの配布とともに、体調や困りごとについてのアンケート調査を実施しました。そして、「体調が悪い」と回
答いただいた場合や困りごとの内容によっては、社協職員が電話での連絡により状況を伺いました。
調 査 対 象 397世帯（75歳以上の寄りあいっこ登録者20世帯、ふれあい・いきいきサロン登録者377世帯）
調 査 期 間 令和２年９月15日（火）～令和２年10月12日（月）
回 答 数 160名（回答率40％）

○田子町社会福祉協議会から皆さんに「最近の様子を教えてください！」
○田子町社会福祉協議会から皆さんに「最近の様子を教えてください！」

①体調はいかがですか？
①体調はいかがですか？
悪くなった
6%
悪くなった

・よい
・よい

・普通
・普通

・以前より悪くなった
・以前より悪くなった

n=160

よい
30%
よい

｢よい」のコメント
・体に気を付けて頑張ります。
｢よい」のコメント
・自分の趣味を最大に活かし毎日をたのしく。
・体に気を付けて頑張ります。
など
・自分の趣味を最大に活かし毎日をたのしく。
など
「以前より体調が悪くなった」のコメント
・天気によって足の調子が悪い。
「以前より体調が悪くなった」のコメント
・通院している。
・天気によって足の調子が悪い。
・以前よりやる気がなくなった。
・通院している。

普通
64%
普通

・以前よりやる気がなくなった。

②週に１回以上外出していますか？（デイサービスを含む）・はい・いいえ
n=160
いいえ
13%

③最近気分が落ち込むことがありますか？
n=160
ある
16%

ない
84%

・ある

・ない

「外出している」のコメント
・畑仕事をしている。
・マスクをしてバスで通院している。
帰ったら手洗いとうがいをしている。
・たばこの手伝いが無いときは、朝3,000～
4,000歩ほど歩いている。

はい
87%

「外出していない」のコメント
・家でかかと落とし（体操）をやっている。
・最近は老人センターに行くこともおっくう
になった。

「ある」のコメント
・少しばかりの財産だが自分の死後を考えると
不安。
・病院通いで先を考えると不安になる。
・年のせいで体の自由がきかなくなった。
・冬の雪かきが今から心配。
など
「落ち込むことがない」のコメント
・お友達に会いたいですね。
・集落に友達が多いのでおしゃべりしたり畑仕事
をしたりいつもと変りなく過ごしています。
など

◎体調の悪化、外出機会が限られている、気分の落込みがある、の全てに「はい」と回答した人に連絡をとってみたと
ころ、「気晴らしに田んぼを見に行く」「今は農作業を手伝ってもらっているが、自分の死後が心配。」「以前は遊びに
行って、誰かと他愛もない話をするだけでやる気が出たのに。」「何でも一人でやらなければならないと思うと落ち込
む。」「関東にいる娘や息子に会いたいがそれもできない。いつになったら自由に行き来できるのか。」「以前より体力
が落ちて、耳の聞こえも悪い」などのコメントをもらった。

アンケート結果や自由記述欄にいただいた意見は、地域が抱える課題を明らかにするための貴重
な資料として活用させていただくとともに、今後の事業展開において参考とさせていただきます。
※この事業は赤い羽根共同募金の配分金により実施されました。
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とうとうオープン！みんなの「ほのぼの・よりみちカフェ」
12月24日木曜日サンモールにぎわい広場に、ほっとできる居場所づくり事業「ほのぼの・よりみちカフェ」がオープ
ンしました。毎週木曜日の10：00～14：00まで開いています。これは、どなたでもちょっとの時間立ち寄れる場所とし
て提供するもので、バスの待ち時間、買い物の一休み、誰かとちょっとおしゃべりしたいなど予約不要の休憩所です。お
しゃべりだけじゃつまらないという方は、ここに来て編み物などすることもおススメです。脳トレ、ちょっとした勉強会
なども計画中。皆様からのアイディアや運営に協力してくださるボランティアさんを募集中です。

「ほのぼの・よりみちカフェ�」のご案内
①いつ開いているの？
毎週木曜日（年末年始、祝日はお休み）
②何時に開いているの？
午前10時から午後２時まで
出入り自由なので、バスの待ち時間に利用しても
OK

第２回目の様子

③場所は？
サンモール「にぎわい広場」
④参加費は？
無料（あったかいお茶を提供しています）�
⑤どんなことするの？
おしゃべり、手芸、脳トレなど。

感染症対策をとっています

⑥誰が参加してもいいの？
どなたでも。子どもから高齢者まで。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクの
着用、名簿の記入、検温にご協力頂きます。

ちょっと
「よりみち」
してみてね！

※新型コロナウイルス感染症の感染状況や予期せぬ自然災害によって中止の場合
脳トレが大人気！！
もあります。
＜問い合わせ先＞ 田子町社会福祉協議会 ☎32-4045 ※この事業は赤い羽根共同募金の配分金により実施されています。

“サロンでつながる！感染症予防対策”～消毒の基本を知ろう～
12月８日、サロンリーダー研修会を行いました。今年度はコロナ禍により社協の事業はもちろんのこと、地域のふれ
あい・いきいきサロンも開催できない状況です。その大きな原因が新型コロナウイルス感染症の怖さにあります。
そこで、まずはサロンリーダーの皆さんに消毒の基本を知ってもらうことを目的として、地域包括支援課主任保健師の
市村志寿子氏に感染症の予防対策について教えて頂きました。当たり前になった「三密を避ける理由」「換気」など、参
加されたリーダーの皆さんも改めて理
解された様子で、その後、特殊な薬を
使い手洗いがきちんとできているか確
認し合い、新しい生活様式におけるサ
ロン活動の在り方について勉強しまし
た。今後も正確な情報を取り入れ、サ
ロンリーダーの皆さんへお伝えしてい
きます。サロン活動に興味のある方は
いつでも当社協までご連絡ください。

研修会の様子
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洗い残しをライトでチェック中。

生活福祉資金のご案内
教育支援資金

資金種類

貸付上限

緊急小口資金

教育支援費

就学支度費

低所得世帯に属する高等
学校、大学又は高等専門
学校に就学するために必
要な経費

低所得世帯に属する者が
高等学校、大学又は高等
専門学校への入学に際し
必要な経費

高校

月35,000円以内

高専

月60,000円以内

短大

月60,000円以内

大学

月65,000円以内

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
低所得世帯以外にも貸付対象世帯を拡大し、
休業や失業等により生活資金でお悩みの方に
向けた特例貸付
※受付期間は令和３年３月まで延長
10万円以内
（学校等の休業用の特例20万円以内）

500,000円以内

据置期間

卒業後６カ月以内

１年以内

償還期限

20年以内

２年以内

貸付利子

無利子

無利子

保 証 人

原則不要

※世帯内で連帯借受人が必要

不要

※教育支援費は特に認める場合に限り限度額1.5倍まで貸付可能
ご不明な点やご相談はお気軽に田子町社会福祉協議会へお問い合わせください。
＜問い合わせ先＞ 田子町社会福祉協議会 ☎32-4045

令和２年度専門相談日のお知らせ
田子町民を対象とした弁護士による無料法律相談（財産、相続、離婚、法律に関する問題等）を下記のとおり予定し
ております。是非この機会にご利用ください。
（この事業は赤い羽根共同募金の配分金により実施されています。
）
月

日

令和３年２月３日㈬

時

間

場

10：00～12：00

所

せせらぎの郷２階

定

員
４名

※締切は２月１日（月）17時までです。
※新型コロナウイルス感染症の関係により日程が変更される場合があります。
※秘密厳守、相談料無料となっておりますが、事前の予約が必要です。

詳しいことは下記までご連絡ください。
＜問い合わせ先＞ 田子町社会福祉協議会

☎32-4045

善

意

の

灯

皆様からの温かいご寄付をお寄せいただきましたのでご紹介いたします。
皆様からのご寄付は社協事業に有効に活用させていただきます。
ありがとうございました。
・第一生命三戸営業オフィス オフィス長 池田亮方様 検温計２個
・立正佼成会八戸教会三戸支部 教会長 鈴木孝太郎様 10,000円
・日向進様 10,000円
・立正佼成会三戸支部 教会長 橋本剛志様 米３ｋｇ×10袋
・匿名 様 クリスマスツリー１式
・富士産業株式会社 代表取締役 岡田篤典様 薬用入浴剤「讃岐まんのう・湯」 15箱
・田子町社会福祉協議会保険料払込団体様 11,353円
（令和２年７月１日～令和２年12月31日受付分）
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