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わたしたちにできることは、なんだろう？
町内小学校福祉体験学習
１月下旬から２月にかけて、町内の小学校
より依頼を受け、福祉体験学習を行いました。
１月26日には賀美石小学校において、４年
生の皆さんを対象に、車イスによる下肢障害
体験と、身体におもりやサポーターなどを着
けて日常動作を行う高齢者疑似体験を行いま
した。続いて２月16日には、東小野田小学校
５年生の皆さんに、下肢障害体験と白杖やア
▲おもりやゴーグルを着けて、高齢者の動きを体験。
お友達の力を借りてゴールを目指します。(賀美石小)

イマスク等を用いた視覚障害体験を行いまし
た。
歩くことや文字の読み書きなど、日常生活
の中で普段は何気なくできていたことが、思
うようにできなくなるという初めての体験に
悪戦苦闘しながらも、みんなで協力し合いな
がら課題に取り組みました。
児童の皆さんは、高齢者や障害がある方に
とってどんなことが大変なのか、また、自分
たちにできる事は何かという、
「思いやりの心」

▲目が見えない状態で、紙飛行機作りに挑戦！きれいに
折ることができるかな？ (東小野田小)

福祉体験学習を通じて
〜子どもたちの感想から〜

の大切さについて気付いたようでした。

昨年度の福祉体験学習を通じて、各学校の児
童の皆さんから、様々な感想が寄せられました。
その一部を紹介します。

＊車イスに乗って他の人に押してもらうと、ちょっと怖かったです。なので、私も車イスを押すと
きに声がけをして、安心して乗ってもらえるようにしたいです。階段をのぼるときも、とてもつ
らかったです。お年寄りの人はこんなに苦労していることがわかりました。
＊高齢者疑似体験では、白内障のゴーグルをすると、新聞の字を近くで見ないとダメでした。ヘッ
ドホンをすると、５回でやっとわかりました。おばあちゃんにもゆっくり伝えようと思いました。
＊車イスに乗ったとき「段差がありますよ」と言ってもらったら安心感が増してきました。大きい
段差をバックで下りるという工夫がされていてすごいなぁと思いました。高齢者疑似体験では、
膝が曲がらずびっくりしました。それにヘッドホンが全然聞こえなかったので、これからはぴい
ちゃんにやさしく、はっきり言ってあげたいです。
＊お年寄りの方は、体に負担を抱えながら生活していることがわかりました。また、目が見えない
事があんなにつらいとは思いもしませんでした。これから大変そうな人を見たら、自分がつらかっ
たと思ったところを助けてあげたいです。
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ボランティア講座を開催しました〜大崎市災害ボランティアセンター活動報告〜
３月14日、平成27年度ボランティア講座を中新田公民館で開催しました。
今回は大崎市社会福祉協議会古川支所長の山村晴貴氏を講師としてお招きし、
昨年９月に発生した関東・東北豪雨災害に伴う災害ボランティアセンターの運
営について、写真や資料をもとに立ち上げから閉所までの活動報告等を、時系
列に沿ってお話しいただきました。
参加者の皆さんは、身近で発生した災害につ
いての話を熱心に聞き入られ、災害ボランティ ▲大崎市社会福祉協議会
古川支所 山村支所長
ア活動に対する理解を深められました。また、
日頃の地域での見守りや支え合いが災害時に活かされることを再認
識し、つながりを意識して活動を行う重要性を確認できた良い機会
となりました。

「読み聞かせ」楽しんでみませんか♪〜朗読ボランティア紹介〜
加美町には朗読ボランティアとして活動されているグループが各地区にあります。絵本の読み聞
かせや、紙芝居、昔語り、エプロンシアター、パネルシアター、人形劇などなど．．．楽しいことが
盛り沢山！子どもから高齢者の方々まで、幅広く楽しめる内容なので、聞いてみたい方は日時をご
確認の上ご参加下さい。

＜中新田地区＞童話の会
定例お話会：
お誕生日月の子は
毎月第２土曜日14時〜
プレゼントがもらえるよ！
（中新田図書館）
クリスマス会：12月（中新田図書館）
学校への出前お話会：
中新田小学校、東小野田小学校、古川支援学校等

＜宮崎地区＞お話おばさん
おはなし会：宮崎放課後児童クラブ
毎月第３水曜日16時〜
（宮崎福祉センター）
おはなし会：賀美石小学校
放課後児童クラブ
毎月第４水曜日16時〜
（賀美石小学校）

＜小野田地区＞
小野田ボランティア友の会
朗読ボランティアおひさまの会
読み聞かせ：東小野田放課後児童クラブ
（コミュニティセンター）
読み聞かせ：西小野田放課後児童クラブ
（保健センター）
※この他にも定期的にデイサー
ビスや、やくらいアットハウ
ス等の福祉施設への慰問活動
も行っています。
また、要請があった際に行政
区でのミニデイサービス等で
活動しています。

ボランティア活動を応援！＜ボランティア団体（グループ）活動助成事業＞
地域福祉の充実促進の一環となり、活発な福祉活動が展開されることを目的に、加美町内で活動
するボランティア団体（グループ）に対し、活動のための助成を本年度も行います。
初めて申請をされる方は、上記電話番号へ一度お問い合わせ下さい。
【対象団体】NPO法人、ボランティア団体など営利を目的としない団体
【助成対象】障害者や高齢者、児童などを対象とした福祉事業
【助成金額】１団体 30,000円
【応募方法】社会福祉協議会に備え付けの申請書に添付書類（事業計画書、
収支予算書、会則、会員名簿等）を添えてお申込み下さい
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平成２８年度も地域の皆さんとともに、安心し
安心
【基本方針】
本会第１次地域福祉活動計画にて謳っております「みんなで支えあう 地域の輪 誰も
が安心して暮らせる福祉のまちづくり」を基本目標に、地域福祉を総合的に展開すべく活
動して参ります。計画４年目となる本年も、小地域ネットワーク活動等や、ふれあい・い
きいきサロン等の住民福祉活動の支援促進に取り組みます。
また、本年は在宅福祉を担う新たな部署を事務局内に設置し、介護保険事業及び障害福
祉サービス事業の専門性を高め、効率的な事業経営を図って参ります。併せて職員の処遇
改善や、職場環境を整備して人材の確保に努めると共に、職員相互の交流・情報共有・研
修の充実を図るなど、人材育成に努めます。

【重点目標】
１．加美町社会福祉協議会第１次地域福祉活動計画の推進に努めます。
２．介護保険事業及び障害福祉サービス事業の効果的で効率的な経営を行い、安定した経
営を目指します。
３．福祉サービスの質の向上に取り組みます。
４．人材の育成と職員の質の向上に努めます。
５．社協組織体制の整備に努めます。

地域福祉事業
小地域ネットワーク活動
福祉まつり
高齢者等生活支援（配食サービス）事業
高齢者等生活支援（除雪サービス）事業
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
生活福祉資金貸付事業
生活安定資金貸付事業
一人暮らし高齢者の集い
二人暮らし高齢者の集い
家族介護者交流事業
上寿祝
金婚を祝う会
遺児福祉奨学金贈呈事業
行政区福祉事業への協力、援助
ミニデイサービスサポート事業
介護予防シニア元気塾
ふれあい・いきいきサロン活動
生活相談所の開設
ボランティア活動の推進
福祉教育協力校等の指定
第14回福祉作文・ポスターコンクール
福祉体験ワークキャンプ
赤い羽根共同募金運動
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在宅福祉事業
（介護保険事業、
障害福祉サービス事業）
中新田ヘルパーステーション
加美町社協ヘルパーステーション
加美町社協ケアサポートセンター
加美町社協入浴ステーション
中新田デイサービスセンター
小野田西部デイサービスセンター
宮崎デイサービスセンター
就労継続支援Ｂ型事業所
「クローバーハウス」
多機能型事業所（生活介護・就労継続支
援Ｂ型）「やくらいアットハウス」
中新田地域活動支援センター「あおぞら」
指定特定相談支援事業所
加美町社協相談支援事業所「カミング」

社会福祉団体の支援業務
加美町老人クラブ連合会、各地区老人クラブ連合会
加美町身体障害者福祉協会、各分会
加美町ボランティア友の会、各地区友の会
加美町遺族会、各地区遺族会
加美町母子福祉会

て暮らせる福祉のまちづくりを目指します
平成28年度当初予算 収入・支出総額 644,527,000円
前期末支払資金残高
46,097,000円（7.15%）

会費収入

8,653,000円（1.34%）

寄附金収入
その他の活動による収入
34,423,000円（5.34%）

1,500,000円（0.23%）

受託金収入

9,466,000円（1.47%）

経常経費
補助金収入
60,112,000円
（9.33%）

サービス区分間繰入金収入
14,848,000円（2.31%）
拠点区分間繰入金収入
35,119,000円（5.45%）
事業区分間繰入金収入
4,525,000円（0.70%）
基金積立資産取崩収入
35,000,000円（5.43%）

収入合計

  円

障害福祉サービス
等事業収入
65,920,000円
（10.23%）

介護保険収入
318,144,000円
（49.36%）

その他の収入
3,586,000円（0.56%）

貸付事業等収入
1,445,000円（0.22%）

負担金収入
5,430,000円（0.84%）

受取利息配当金収入
259,000円（0.04%）

地域福祉事業
17,724,000円（2.75%）

やくらいアットハウス
21,687,000円（3.36%）

予備費、他
46,452,000円
加美町社協
（7.21%）
ケアサポート
センター
60,004,000円
（9.31%）

クローバーハウス
32,826,000円（5.09%）
カミング
5,536,000円（0.86%）
宮崎デイサービス
センター
71,087,000円
（11.03%）

家族介護者交流事業
812,000円（0.13%）
法人運営事業
135,758,000円
（21.06%）

資金貸付事業
4,544,000（0.71%）
日常生活支援事業
69,000円（0.01%）

支出合計

  円

中新田ヘルパー
ステーション
42,101,000円
（6.53%）
中新田
デイサービス
センター
74,185,000円
（11.51%）

小野田西部 加美町社協
デイサービス ヘルパー
センター ステーション
60,935,000円 46,843,000円
（9.46%）（7.27%）
加美町社協入浴ステーション
18,527,000円（2.87%）

地域活動支援センターあおぞら
5,437,000円（0.84%）
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平成28年度ふれあい・いきいきサロン事業登録募集！
社会福祉協議会では、今年度も「ふれあい・いきいきサロン事業」の登録を募集します。これは、
地域内の集会所や公民館、参加者の自宅などを利用し、地域の高齢者や障害者・子育て世帯など
の方々が、気軽に集まることのできる場所（サロン）づくりを応援するものです。
昨年度は９ヵ所のサロンが登録され、お茶飲み会や外出行事、子育て交流会、グラウンドゴル
フ等のニュースポーツやレクリエーションなど、それぞれのサロンが特色のある活動を展開して
います。登録や申請方法などにつきましては、お近くの社協事務局までお気軽に問合わせ下さい。

◎加美町社会福祉協議会

ふれあい・いきいきサロン内容

【実 施 主 体】参加者及び世話人が実施主体となり、加美町社会福祉協議会が支援します。
【参加対象者】高齢者・・・65歳以上の方が、参加人数の半数を超えるサロン
障害者・・・身体障害者、精神障害者、知的障害者の方が半数を超えるサロン
子育て・・・未就学児を保育されている親の方で構成されているサロン
【世 話 人】１サロンにつき２名以上とし、うち１名を代表世話人（代表者）とします。
【人
数】１サロンの参加人数は５名（５世帯）以上とします。
【実 施 回 数】概ね月１回以上の開催とし、年10回を下回らないこととします。
【場
所】参加者等の自宅、または行政区の集会所や公民館等の公共施設等、参加者が集まり
やすく、継続開催が可能な場所とします。なお、活動する場所は各サロンにおいて
確保していただくようお願いします。
【活 動 内 容】内容は各サロンにおいて決定下さい。（以下は概ね想定される活動内容の例）
健康体操、レクリエーション、ゲーム、お茶飲み会、茶話会、食事づくり、カラオケ、
ビデオ鑑賞、外出活動、異世代交流、地域の清掃、季節の行事など
【助 成 金】サロンの年間活動に対し、助成金を交付します。
年間開催回数

年間助成金額

10回以上15回まで

15,000円

16回以上20回まで

20,000円

※なお、既に行政や他の助成金等を受けている場合は該当となりませんので、ご了承下さい。

配食サービス利用料の変更のお知らせ
これまで事業開始当初より今日に至るまで、約20年の長きにわたり１食300円で皆様へお届け
して参りました配食サービスですが、昨今の食材価格の高騰や消費税率の上昇などにより、大変
心苦しいところではございますが、このたび平成28年４月から１食あたり400円に値上げさせて
いただいております。
利用者の皆様にはご迷惑とご負担をおかけして申し訳ありませんが、よりよいサービスの提供
に努めて参りますので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。なお、配達時間や実施日
については変更ありません。
利用に関するご相談やお問い合わせは加美町社協本部または各地区福祉サービスセンターまで
ご連絡下さい。
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今年もやります！

参加中学生募集！

夏・福祉体験ワークキャンプ
今年も夏休み期間中に、町内在住の中学生の皆さんを対
象に、１泊２日で福祉体験ワークキャンプを開催します。
高齢者や障がい、ボランティアなどに関する様々な体験を
通じて「福祉」について学びながら、楽しい夏の思い出を
作ってみませんか？
参加申込につきましては、６月中旬頃に町内の中学校を
通じて募集を行う予定です。事業に関するお問い合わせは
加美町社協本部（63−2547）までご連絡下さい。今年も
元気な中学生の皆さんの参加をお待ちしています‼

と き：平成28年７月28日㈭〜 29日㈮
ところ：小野田福祉センターほか
宿 泊：陶芸の里ゆ〜らんど
参加費：無 料

笑って歌って、リフレッシュ‼
第４回家族介護者交流のつどい
３月中旬、平成27年度４回目となる家族介護者交流のつどい
を開催しました。
今回は各地区に分かれての開催となり、中新田・小野田地区で
はマジックショーが行われ、マジシャンのあっと驚くマジックと
軽妙な話術で、会場は終始大きな笑い声に包まれていました。
また、宮崎地区では町内でコーラス等で活躍されている田崎敏
子さんと、ピアノ演奏として高橋美紀さんを講師にお招きし、歌
の披露と参加者全員による合唱を楽しみました。各会場とも盛会
の内に終了し、参加された方々には良いリフレッシュとなったよ
うでした。
平成28年度も楽しい企画を用意しておりますので、介護者の ▲田崎先生による素晴らしい歌の披
露に、思わずうっとり(宮崎地区)
皆さんお気軽にご参加ください。

弁護士による法律相談日

今年度の法律相談予定日

離婚、財産相続、交通事故、刑事事件、境界、
土地家屋契約、クレジット契約等の法律上のト
ラブル全般について、ご相談に応じます。もちろ
ん 秘 密は 厳守いたします。相談 料は無 料で
す。この機会にぜひお申込みください。
日
時：平成28年６月22日㈬
午後１時〜午後５時
場
所：小野田福祉センター
申
込：社会福祉協議会に直接お越しの
上、相談シートにご記入下さい
受付期間：平成28年５月20日から
平成28年６月10日まで

第２回：平成28年９月２日㈮
会場：中新田福祉センター
第３回：平成28年12月２日㈮
会場：宮崎福祉センター
第４回：平成29年３月８日㈬
会場：中新田福祉センター
※完全予約制です。なお、相談内容により、
生活相談所や他機関等の紹介で対処する
こともありますので、ご了承下さい。
申込受付等の詳細は、開催日のおよそ１
か月前に行政区の回覧文書にてお知らせ
します。
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平成28年度 介護職員等『社協スタッフ』大募集！
加美町社会福祉協議会のスタッフとして、一緒に働いてくれる方を募集しています。
応募される方は、希望の勤務先（※複数エントリー可）を明記した履歴書等をご用意の上、加美
町社協本部（加美町字町裏320番地・電話63−2547）までお申込みください。
※なお、選考（書類選考・面接等）は受付順に随時行い、採用が決まり次第募集を打切ります。
①中新田ヘルパーステーション

②加美町社協ヘルパーステーション

【募集】ホームヘルパー 若干名
【勤務日・勤務時間】
日〜土曜日（勤務シフトによる）
週19〜38時間45分以内勤務
【賃金】時給920〜1,000円
【資格】満60歳未満、要普通運転免
許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修課程（１・２級ヘルパー資格）
【職員厚生】社保（30H以上）、
雇用保険、賞与他（20H以上）

【募集】ホームヘルパー 若干名
【勤務日・勤務時間】
日〜土曜日（勤務シフトによる）
週19〜38時間45分以内勤務
【賃金】時給920〜1,000円
【資格】満60歳未満、要普通運転免
許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修課程（１・２級ヘルパー資格）
【職員厚生】社保（30H以上）、雇用
保険、賞与他（20H以上）

【募集】介護員 １名
【勤務日・勤務時間】
月〜土曜日（8:30〜17:15）
※勤務シフトによる
※週勤務時間は要相談
【賃金】資格無 時給840円
資格有 時給920〜1,000円
【資格】満60歳未満、要普通運転免
許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修課程（１・２級ヘルパー資格）
※介護資格なしでも可

⑤クローバーハウス

⑥クローバーハウス

④小野田西部デイサービスセンター
【募集】看護師（准看護師）１名
【勤務日・勤務時間】
月〜土曜日（8:30〜17:15）
週38時間45分以内勤務
【賃金】正看護師 221,500円
准看護師 207,100円
【資格】満60歳未満、要普通運転免
許、看護師又は准看護師
【職員厚生】
社会保険、雇用保険、賞与他

③中新田デイサービスセンター

【募集】生活支援員 １名
【募集】運転業務員 １名
【勤務日・勤務時間】
【勤務日・勤務時間】
月〜金曜日（8:30〜17:15）
月〜金曜日、（8:30〜9:30）
週38時間45分以内勤務
（15:30〜16:30）
※週勤務時間は要相談
実働２時間
【賃金】資格無 時給840円
資格有 時給920〜1,000円 週19時間以内勤務
【資格】満60歳未満、要普通運転免 ※週勤務時間は要相談
許、介護福祉士又は介護職員初任者 【賃金】時給1,150円
研修課程（１・２級ヘルパー資格） 【資格】満65歳未満、
要普通運転免許
※介護資格なし
※介護資格なしでも可

生活相談所開設

ご協力ありがとうございます
物 品 寄 付

日常生活で心配ごと、困りごとはありません
か？なんでもお気軽にご相談ください。
★時間：午前10時〜午後３時
★場所：中新田福祉センター分室２Ｆ相談室
開設日
相 談 員
５月19日
工藤わか子
澤口
信
６月16日
庄司 定雄
村山 亮子
７月21日
今野
攻
早坂 彰彦
※今年度より完全予約制となります。相談を希
望される方は、相談日の３日前までに電話ま
たは来所の上お申込み下さい。

温かい善意ありがとうございます
【寄 付 金】
（平成28年１月13日〜平成28年４月８日、受付順）

★加美町小野田地区老人クラブ女性部 様
15,737円
★加美商工会女性部中新田支部（支部長 星洋子 様）
（鍋まつりチャリティバザー収益金） 18,000円
★佐藤 博示 様（上狼塚北）
50,000円
★小山 英子 様（小泉）
100,000円
8
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★遠藤みつ子 様（下新田下）
……………………………… お手玉、タオル
⇒中新田デイサービスセンターへ
★千葉 信男 様（下新田下）
…… おむつ、尿取りパッド、防水シーツ等
★匿
名
様… 紙おむつ、はくパンツ、タオル
★加藤 政喜 様（西町）
…… はくパンツ、尿とりパッド、紙シーツ
★只野 寛行 様（中新田城内）
……………………… 紙おむつ、防水シーツ
★匿
名
様
……………… 尿取りパッド、バスタオル等
★ゆ め の 会 様 … タオルケット、敷きパッド等
★匿
名
様 … タオル
※なお、上記の物品以外にも、使用済み切手
やプルタブ他、平成27年度中に多数の物品
をご寄付頂きました。ご協力ありがとうご
ざいました。今後も引き続き、皆様のご協
力をお願いいたします。
・使用済み切手…９件、
・プルタブ…13件
・その他…衣類、マイク、
野菜、お茶 他

