
 

 

 

 
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいネットワーク 
 

社協たつの 
 

No.135 

2020.4.1 

「住み慣れた町でいつまでも暮らし続

けたい」。そんな地域の皆様が願う暮らし

を実現するために、辰野町社会福祉協議会

（社協）は児童・高齢者・障がい者など様々

な方を対象にした事業に取り組んでおり

ます。今回は社協事業を紹介いたします。 

 

辰野町社会福祉協議会は 

暮らしやすい 

地域づくりを 

応援します 

地域の福祉相談窓口として 

・長野県婚活ネットワークへの参加 

・心配ごと相談所開設（毎月第２・４金曜日の午後 1 時 

から 3 時） 

・無料法律相談（毎月第 4 金曜日の午後 3 時から 4 時） 

・各種貸付金のご案内 

【長野県社協】 

生活福祉資金（低所得世帯・高齢者世帯・障がい者世

帯の生活を経済的に支援するた為の貸付） 

【辰野町社協】 

くらしの資金（上限 30,000 円） 

療養費福祉資金（福祉医療対象者が医療機関を受診 

する際の貸付） 

・日常生活自立支援事業（対象：買い物などは自分でき

るが判断能力や財産の管理に不安のある方） 

・金銭管理 財産保全サービスの実施（対象：身体的な 

理由により自身で金融機関などへ行く事ができない方） 

・生活や就労などでお困りの方を支援する「まいさ 

ぽ上伊那」の相談窓口 

・長野県あんしん創造ネット加入 

（就労やアパート入居時の身元保証） 

地域の方々と共に 

・地区社協の組織作りと活動支援 

・災害時住民支え合いマップの 

作成と見直し推進 

・各地区での「ふれ愛サロン」活動への協力 

●高齢者教室の運営(今期の募集は終了しております) 

・福祉有償運送サービス（登録制 1,500 円/時間） 

●車イス搭載可能の福祉車両貸出（燃料使用分自己負担） 

●障がい者外出支援事業（障がい児・者とその家族を対象 

にした交流事業「希望の旅」） 

●地域福祉の推進と福祉関係者の表彰を行う社会福

祉大会の実施 

・「社協たつの」「お元気ですか」「ボランティア情報

紙 福寿草」ホームページなどによる情報発信 

子どもへの支援として 

○町ママサポートの実施（妊娠中や産後のお母さんの家

事・育児支援をヘルパーが行います） 

○県訪問型 子どもの学習･生活支援事業 

（様々な理由で学習する時間が確保出来ない 

児童・生徒への学習支援を行います） 

 

●…赤い羽根共同募金配分金事業 

○県…長野県からの受託事業  ○町…辰野町からの受託事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

辰野町社会福祉協議会 業務分担（正規職員） 

職名 氏名 担当 

事務局長 一ノ瀬元広 総括 

事務局次長 石吾 孝之 会計業務/在宅介護者リフレッシュ事業/各種相談事業/町遺族会事務局 

福祉活動専門員 赤羽 美香 地区社協/移送サービス/共同募金/住民支え合いマップ/広報/町老連事務局 

ヘルパー 

吉江加奈子 訪問介護業務統括 

務台多美子 訪問介護事業 

松尾 洋美 訪問介護事業 

相談支援専門員 湯本 千織 障がい者福祉サービス/ケアマネジャー兼務 

ケアマネジャー 

遠藤 節子 居宅介護支援事業統括 

武田 育実 居宅介護支援事業/日常生活福祉用具貸出/苦情相談窓口 

上島 未紗 居宅介護支援事業 

ボランティア活動支援の為に 

○町辰野町ボランティアセンターの運営 

・ボランティア活動の相談窓口としての機能 

・ボランティア活動の育成と援助 

・各種ボランティア講座の開催 

●町内の小･中学校や高校を福祉学習推進校とした 

福祉教育の推進（1 校 7 万円の助成） 

●福祉教育の実践を地域全体で共有するための 

「福祉･ボランティア学習のつどい」の開催 

・辰野ボランティア・市民活動ネットワーク運営 

●町内のボランティア･市民活動団体への活動助成 

金の交付（1 団体上限 5 万円） 

・ボランティアによるふれあい型配食 

サービス「ほのぼのランチ」の実施  

（毎週木曜日の昼食 400 円/食） 

在宅で生活している方の為に 

●ひとり暮らし高齢者のつどい（75 歳以上 90 歳未満の 

高齢者を対象にした年 2 回のバスハイク） 

・日常生活用具貸与事業（車イスや電動ベッドなどの貸与） 

・健康器具と入浴施設の開放（毎週火・金に老人福祉セ 

ンター内のマッサージ器などの健康器具を無料開放） 

 

介護保険事業 

・居宅介護支援事業（ケアマネジャーによるプラン作成） 

・訪問介護事業（ヘルパーによる家事援助・身体介護） 

・介護予防マネジメント事業（要支援 1・2 のプラン作成） 

・社協単独訪問介護事業（介護保険適応外の支援） 

○町在宅介護者リフレッシュ事業（在宅で介護をされてい

る方を対象にしたリフレッシュの機会を提供） 

○町総合事業通所型Ｂサービス「ミニデイサービスよつ

ば」実施 

 

障がい福祉サービス事業 

・相談支援事業（相談支援専門員による障がい児・者支援のため

のプラン作成） 

・地域移行支援事業（障がい者が施設や病院から地域に生活の 

場を移す際の支援） 

・居宅介護事業（ヘルパーによる障がい児・者の 

生活に必要なサービスの提供） 

・地域生活支援事業（障がい児・者の外出 

支援などを行う） 

地域の居場所・活動できる場所として 

○町辰野町ほたるの里世代間交流センター「茶の間」 

の運営 

・作品展示や手作り品の販売など 

・ふれあい交流推進事業の企画 

（歌声喫茶や各種クラフト講座） 

○町オレンジカフェの実施（認知症の方 

や家族や地域住民が集う場の提供） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辰野町社会福祉協議会への寄付 
戴いた寄付に関しましては、電動ベッドや車いすなどの日常生活福祉用具貸出事業などに活用させていただきます。 

（令和元年十一月一日～令和二年二月三十一日の間に受付分を掲載いたします） 

 

【遺志金】 

月 故人名 寄付者 故人名 寄付者 

十一月 
川上 さとみ 様 米山 敏男 様 三浦 眞寿美 様 三浦 正義 様 

中谷 千代子 様 中谷 善男 様 城倉 茂 様 城倉 克洋 様 

十二月 

井内 チトセ 様 井内 正明 様 松田 義章 様 小島 勝子 様 

今井 ふじゑ 様 今井 務 様 茅野 竹代 様 茅野 紀義 様 

原 良雄 様 原 茂男 様  

一月 

大森 勝人 様 大森 博文 様 中西 實 様 中西 彰 様 

小澤 きよみ 様 小野 賢八 様 桐原 士展 様 桐原 宏子 様 

小林 一寿 様 中村 則子 様 / 白鳥 泉 様 

二月 小澤 嘉代子 様 小澤 英行 様  

 

【御寄付】 

月 団体名 団体名 

十一月 つくば開成学園高等学校  

十二月 

明光寺 ㈱コニカミノルタサプライズ社員一同 

高徳寺 辰野ライオンズクラブ 

岳心流 伊那岳心会 辰野町書道協会 

樋口婦人会 法雲寺 

ガールスカウト長野県連盟第 27団  

 

皆様のご厚情に厚く御礼を申し上げます 
 

唐木沢にお住まいの松澤覚一 

さんと加島好繁さんから昨年に引き 

続き、もち米（100 ㎏）の寄付をいただ

きました。町内の辰野西小学校・辰野 

東小学校・辰野南小学校・川島小 

学校・両小野小学校・辰野中学 

校へ配布しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行 

社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会 

〒399-0428 

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富 2681-1 

電話・0266-41-4500 FAX・0266-41-1525 

メール・syakyo@town.tatsuno.lg.jp 

 

 

福祉機器の利用日について 
【割当日】300 円 

午前 10 時～午後 3 時 

地区 日にち 

小野飯沼 4 月 1 日（水） 

竜東・上島地区 4 月 8 日（水） 

小野雨沢地区 4 月 15 日（水） 
 

【自由日】無料  

毎月火･金曜日 午後 1 時～午後 4 時 

 

生活の悩みアレコレ・・お気軽にご相談下さい！ 

相談日について 
辰野町社会福祉協議会では日々の生活にある困り事・悩み事の解決に向けて各種相談日を設

けております。いずれも無料でご相談に応じますので、ご利用ください。 

相談内容 日にち 時 間 会 場 

心配ごと相談 4 月 10・24 日（金） 
13 時～15 時 

老人福祉センター 行政相談 4 月 10 日（金） 

法律相談 4 月 24 日（金） 15 時～16 時 

※司法書士による法律相談は 30分/組で 2組まで受付けます。相談日の 1週間前までに予約をして下さい。 

 

辰野町老人クラブ連合会主催 

健康運動教室を開催いたします 
【日にち】 

4 月 8 日（水） 

小野・川島・唐木沢・今村・上島・宮所・小横川 

 4 月 15 日（水） 

新町・宮木・上辰野・下辰野・羽場・北大出・平出 

沢底・赤羽・樋口 

【時 間】午後 1 時半～午後 2 時半 

【参加費】老人クラブ会員は無料（一般の方は 100 円） 

 

災害時対応について考える 
 先日、上伊那ブロックの北部社協（辰野・ 

箕輪・南箕輪）のケアマネジャーが集まり、 

災害時の対応に関する研修会を行いました。 

講師を務めた長野県社会福祉協議会の地域 

福祉部の福澤信輔さんからは「平時のつな 

がりが災害時にも活かされる。社協のケア 

マネジャーとしての強みを活かして組織としての動きを見直してみて

は。」との話があり、災害時の対応などについて考える契機となりました。 

【町民の皆様へ】 
4月の予定については 3月 16日（月）現在のものです。新型コロナウイル

ス感染症対策のため、辰野町老人福祉センターの一般利用規制期間が延

長される事も懸念されますので、事前の確認をお願いいたします。 
 

辰野町老人福祉センター 電話・41-4500 

行事のお知らせ 

 

 

【編集後記】 
 出会いと別れのこの季

節。お会いする皆さんから

は「えらい事になったね…」

と新型コロナウイルス感染

症の拡大を憂う言葉ばか

り。暗い気持ちになりがち

ですが、門出を迎えた皆さ

んの新天地での活躍を祈念

するばかりです。○み  


