第65号
2016年７月

輝く笑顔が、元気のヒケツ‼
ふれあい・いきいきサロン紹介（2ページに関連記事）

編集と発行

社会福祉法人

加美町社会福祉協議会

加美郡加美町字町裏320 電話（0229）63−2547

URL http://www.shakyo.or.jp/hp/288/

見でって
けらいん！

おらほの「サロン」

ふれあい・いきいきサロン紹介 〜長清水編〜
加美町社協では、今年度も「ふれあい・いきいき
サロン事業」の登録を募集しています。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
て、高齢者・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。今回ご紹介するのは、高齢者の健
康づくりと楽しい交流の場として活動されている
「長清水ワイワイいきいきサロン」です。
このサロンは平成27年１月から活動を開始し、集
会所等を会場に年20回ほど開催しており、毎回10名
前後の方々が参加されていますが、皆さんの都合や
地域の事情に合わせ、農繁期や夏場の暑い時期とな
る７〜９月は避けて開催しているそうです。
活動内容は主に健康体操やお茶飲み会、手芸や折
紙、塗 り 絵 な ど を 行 っ て い ま す。こ れ 以 外 に も お
しゃれ講座やクリスマス会を行ったり、年に数回は
仙台へお出かけしたりもするそうです。集会所へお
邪魔したこの日は、おしゃれ講座の復習と折り紙教
室を行っていましたが、健康体操と塗り絵の準備も
されており、参加された方々がその日にやりたいこ
とを自由に選んで、思い思いに活動できる形をとっ
ているそうです。
この日の参加者
は少なめでした
が、皆 さ ん の 楽
しそうな笑顔が
印象的でした。
社協は今後も
地域のサロン活
動を応援します。
興味のある方は、
▲体操道具や折り紙などが並ぶ中から、
社協事務局まで
今日の活動を選びます。「さぁ、今
問
お問合せ下さい。
日は何すっぺ？」

▲この日は前回のおしゃれ講座の復習から。
洗顔用の泡の立て方をおさらいしました。

お世話人に聴く!（ミニ・インタビュー）
（長清水ワイワイいきいきサロン世話人：吉岡さん）

―サロンを立ち上げたきっかけは？
長清水行政区は小野田地区で最も
高齢化率が高い行政区と言われてお
り、高齢者の閉じこもり予防と、気
軽に寄れる「たまり場」を作りたい
という思いで始めました。
―活動をする上で、最も心がけている
ことは何ですか？
あまり強制せず、参加する方が自由
にやりたいことを選べるようにする
ことです。
―最後に、今後に向けて一言お願いし
ます！
介護予防講座なども実施して、この
地域で長く元気に暮らせるよう努め
たいですね。合言葉は「さぁ、集会
所さあべ‼」
―ありがとうございました‼

ふれあい・いきいきサロン事業登録募集！
【対象者】65歳以上の高齢者、身体･精神･知的障害者、未就学児を保育されている親の方など。
【世話人】２名以上でうち１名を代表者とする。 【人 数】１サロン５名（５世帯）以上とする。
【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。
【場 所】参加者等の自宅、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。なお、場所は各サロンにおいて確保すること。
【活動内容】レクリエーション、お茶飲み会、外出活動、異世代交流、季節行事など
【助成金】年間開催回数10回以上15回まで…15,000円、16回以上20回まで…20,000円
※なお、既に行政や他団体等の助成金等を受けているサロンは、該当となりません。
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夏、ボランティア体験してみませんか？

加美町ボランティアセンター
電話：0229−63−2547
FAX：0229−63−2898
mail：kamisyakyo@vega.ocn.ne.jp

参加高校生・大学生募集！

８月はボランティア月間です。加美町社会福祉協議会では町内在住の高校生及び町内出身の大学
生等の皆さんを対象に、デイサービス施設と障害者自立支援事業所でのボランティア体験を受け付
けております。新たな体験をとおして自分の チカラ につなげましょう！
活動をご希望される方は、活動日の１週間前までに社会福祉協議会へお申込み下さい。
期 間：８月１日㈪〜31日㈬ ※ただし、土・日曜日は除きます
時 間：午前９時〜午後４時
施 設：下記のいずれかよりご希望された施設での活動となります。
・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
・障害者自立支援事業所『クローバーハウス』
内 容：【デイサービスセンター】
・入浴後の整髪、お茶出し ・茶話会でのお話し相手 ・レクリエーションのお手伝い等
【障害者自立支援事業所】
・生産活動（農作物栽培、木材加工）や収益事業（段ボール組立など）の補助等
※活動は期間中の１日だけ、数時間だけでも構いません。施設と調整しご連絡いたします。

行政区ミニデイサービスサポート事業
レクリエーション研修会を開催します♪

24時間テレビ・チャリティ
募金活動実施のお知らせ

加美町社協では、ミニデイサービスサポート事業とし
て、レクリエーション物品の貸し出しを無料で行ってお
ります。その貸し出し物品を体験いただき、使用方法や
遊び方を学ぶレクリエーション研修会を開催します。
ミニデイの内容でお困りの行政区の区長さん、また、
ミニデイサービスのリーダーさんやボランティアの皆さ
ん、実際に自ら遊んでみて、楽しくレクリエーションの
「ネタ」を増やしてみませんか？
大勢の皆さんの参加をお待ちしております。

昨年もたくさんの皆様にご協力いた
だきました、「24時間テレビ〜愛は地
球を救う〜」のチャリティ募金活動
を、下記の日程で開催いたします。
今年も多くの皆様のご協力をお待ち
しております。

日 時：平成28年８月31日㈬
午前10時〜 11時30分
（受付：９時30分〜）
会 場：小野田福祉センター・ホール
参加費：無 料
内 容：レクリエーション物品
を用いたゲームやレク
リエーション、軽体操
問合せ：加美町社会福祉協議会
本部・地域福祉班
☎63−2547
※当日は上履きを持参の上、動き
やすい服装でご参加ください。

24時間テレビ39「愛は地球を救う」
今年のテーマ

「 愛 〜これが私の生きる道〜」
◆日時：平成28年８月27日㈯
午後１時〜午後５時
◆会場：イオンスーパーセンター加美店
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平成27年度事業報告

会員の皆様に支えられ、昨年度も多く
の事業を実施することができました。

社協会員 ◎一般会員7,100世帯 ◎賛助会員102口 ◎特別会員137口

地域福祉事業
高齢者の集い
＊一人暮らし高齢者の集い
三地区合同 １回 85名参加
中新田 3回 延べ145名参加
小野田 3回 延べ 70名参加
宮 崎 3回 延べ 66名参加
＊二人暮らし高齢者の集い
中新田 2回 延べ 97名参加
小野田 2回 延べ 29名参加
宮 崎 2回 延べ 43名参加
家族介護者交流事業
開催回数
4回
（全体３回、地区毎１回）
延べ参加者数 175名
ふれあい・いきいきサロン事業
登録サロン数
9件
相 談
＊生活相談所の開設
定例相談：12日間開設
＊弁護士による無料相談
４回（６月・９月・12月・３月）
資金貸付事業
＊生活福祉資金貸付（県社協）
継続24世帯、新規貸付１世帯
＊生活安定資金貸付（町社協）
新規貸付23世帯（継続50世帯）
＊緊急小口資金特例貸付（県社協）
継続53世帯
＊生活復興支援資金貸付（県社協）
継続１世帯
福祉機器の貸与
車イス貸与 31件

行政区福祉事業への協力・援助
町内76行政区
ミニデイサービスサポート事業
物品貸出
98件
文書作成 132件
文書印刷 192件
介護予防シニア元気塾
中新田
11回
宮 崎
9回
高齢者等生活支援（除雪サービス）
登録者
41名
除雪回数 138回
高齢者等生活支援（配食サービス）
登録者 109名
中新田 243回 8,577食
小野田 243回 2,049食
宮 崎 243回 1,709食
配達ボランティア延べ
999名
歳末配食サービス
「ふれあいあったか弁当」
中新田 249食
小野田 88食
宮 崎 90食
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
中新田
4名
小野田
4名
1名
宮 崎
ボランティア活動の推進
＊活動支援
５団体、７グループ
＊ボランティア講座 19名参加

福祉まつり
延べ参加者数 600名
福祉教育協力校等
小学校９校、中学校３校
公立幼稚園１園、
公立保育所１ヶ所、
認定こども園２園、
私立幼稚園２園
福祉教育
＊福祉体験学習
中新田小学校、鳴瀬小学校、
広原小学校、東小野田小学校、
鹿原小学校、小野田中学校、
宮崎小学校、旭小学校、
賀美石小学校、宮崎中学校、
みやざき園、賀美石幼稚園、
中新田保育所
＊福祉体験ワークキャンプ
町内中学生15名参加
福祉作文・ポスターコンクール
応募総数 226点
最優秀賞
5点
9点
優 秀 賞
佳
作
40点
遺児見舞金贈呈事業
15名に見舞金を贈呈
社協だよりの発行
第59号〜第63号
年５回発行
上寿祝
満百歳８名に記念品贈呈
金婚を祝う会
31組62名参加

在宅福祉事業
●中新田ヘルパーステーション………………延べ訪問回数10,458回、延べ時間7,612時間
●加美町社協ヘルパーステーション…………延べ訪問回数12,416回、延べ時間8,452時間
●加美町社協入浴ステーション………………延べ訪問回数
953回
●中新田デイサービスセンター………………312日開設、延べ利用者数8,225名
●小野田西部デイサービスセンター…………312日開設、延べ利用者数6,392名
●宮崎デイサービスセンター…………………312日開設、延べ利用者数8,136名
●加美町社協ケアサポートセンター…………延べ給付管理件数2,941件
●クローバーハウス……………………………243日開設、延べ利用者数3,804名
●やくらいアットハウス………………………242日開設、延べ利用者数1,973名
●地域活動支援センターあおぞら……………242日開設、延べ利用者数1,019名
●加美町社協相談支援事業所カミング………計画数16件、延べモニタリング数69件
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一般会計決算報告
会費収入

その他の活動による収入
14,314,814円（2.51%）

8,643,500円（1.52％）

寄付金収入

サービス区分間繰入金収入
13,552,680円（2.38%）

前期末
支払資金残高
52,209,009円
（9.16％）

拠点区分間繰入金収入
28,081,244円（4.93%）

経常経費
補助金収入
59,681,949円
（10.47％）

1,886,702円（0.33％）

受託金収入
8,860,160円（1.55％）

事業区分間繰入金収入
2,902,000円（0.51%）

障害福祉
サービス収入
65,092,564円
（11.42％）

収入合計

57０,１０５,９０６円
介護保険事業収入
308,079,464円
（54.04％）

その他の収入
2,138,926円（0.37％）

貸付事業等収入
579,000円（0.10％）

受取利息配当金収入
355,794円（0.06％）

負担金収入
3,728,100円（0.65％）

日常生活自立支援事業

資金貸付事業 672,172円（0.13%）
家族介護者交流事業 760,269円（0.15%）
相談支援事業所 5,046,271円（0.97%）

69,985円（0.01%）

クローバーハウス
30,193,176円
（5.81%）
法人運営事業
103,655,807円
（19.94%）
宮崎デイサービス
センター
68,444,371円
（13.17%）
小野田西部
デイサービス
センター
53,823,576円
（10.36%）

地域活動支援センター
あおぞら
4,787,592円（0.92%）

地域福祉事業
15,777,739円（3.04%）

支出合計

５1９,６７４,３５８

中新田
デイサービス
センター
72,280,261円
（13.91%）

円

加美町社協
ケアサポートセンター
44,253,470円
（8.52%）

中新田ヘルパー
ステーション
加美町社協 40,800,956円
ヘルパー
（7.85%）
ステーション
44,183,187円
（8.50%）

加美町社協入浴ステーション
14,969,173円（2.88%）

やくらいアットハウス
19,956,353円（3.84%）

収入合計570,105,906円−支出合計519,674,358円＝平成28年度繰越金50,431,548円
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加美町社会福祉協議会 平成 28 年度事業予定
●加美町社協で今年度予定されている事業についてお知らせいたします。なお、予定は変更になる場合
がありますので、あらかじめご了承願います。また、加美町社協ホームページにも事業予定を随時掲
載しておりますので、併せてご利用ください。

月

日

事

業

名

会

場

８ 月18日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

８ 月27日㈯

24時間テレビ・チャリティ募金活動

イオンスーパーセンター加美店

８ 月31日㈬

ミニデイサービスレクリエーション研修会

小野田福祉センター

９ 月 ２ 日㈮

弁護士による無料法律相談日

中新田福祉センター

９ 月14日㈬

家族介護者交流のつどい

日帰り旅行（県内予定）

９ 月15日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

９ 月28日㈬

中新田地区第２回ひとり暮らし高齢者のつどい

ＪＡ加美よつば中新田支店

９月

宮崎地区第２回ひとり暮らし高齢者のつどい

未定

10月 ３ 日㈪

赤い羽根共同募金街頭募金運動

中新田地区

10月 ９ 日㈰

平成28年度福祉まつり

小野田福祉センター

10月18日㈫

生活相談員研修会

中新田福祉センター

10月20日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

10月

小野田地区第２回ひとり暮らし高齢者のつどい

やくらい薬 の湯

10月

宮崎地区第２回ふたり暮らし高齢者のつどい

未定

11月17日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

11月18日㈮

金婚を祝う会

やくらい文化センター

11月25日㈮

中新田地区第２回ふたり暮らし高齢者のつどい

中新田福祉センター

11月

小野田地区第２回ふたり暮らし高齢者のつどい

小野田福祉センター

12月 ２ 日㈮

弁護士による無料法律相談日

宮崎福祉センター

12月 ９ 日㈮

もちつきの集い

中新田福祉センター

12月15日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

１ 月19日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

２ 月16日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

３ 月 ８ 日㈬

弁護士による無料法律相談日

中新田福祉センター

３ 月11日㈯

家族介護者交流のつどい

やくらい薬 の湯

３ 月16日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室
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平成28年熊本地震義援金
熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上
げます。皆様からお寄せいただいた義援金を報告いたします。
この義援金は、宮城県共同募金会を通じ熊本県共同募金
会へ送金されます。ご協力ありがとうございました。
（平成28年６月24日受付分まで）
金 額
№
ご 芳 名
１ 齋藤 徳雄 様
3,000円
▲広原小学校若草児童会の皆さんが、東日本
２ 匿
名
様
5,000円
大震災の恩返しにと募金活動を行いました
３ 越後 靖一 様
寄付金額非公開
４ 東米泉行政区 様
5,000円
５ 広原小学校若草児童会 様
18,613円
６ 鳴瀬小学校 様
31,000円
７ 加美町ボランティア友の会 様
20,000円
８ 加美町中新田ボランティア友の会 様
10,000円
９ 加美町小野田ボランティア友の会 様
10,000円
10 加美町宮崎ボランティア友の会 様
10,000円
11 加美町社会福祉協議会
100,000円
▲鳴瀬小学校の全校児童の皆さんが、被災さ
12 加美町社会福祉協議会職員一同
76,500円
れた方々のためにと募金活動を行いました。

県大会出場を目指して、ナイス・ショット‼
〜第11回加美町老連グラウンドゴルフ大会〜
６月15日㈬、陶芸の里スポーツ公園陸上競技場を会場に、第11回加美町老連グラウンドゴルフ
大会が開催されました。当日は各地区大会を通過した約100名の会員さんが参加され、10月に開
催される宮城県シニアスポーツ大会の代表を目指し、熱戦が繰り広げられました。
競技の結果、男子個人の部優勝の三浦さん、準優勝の瀬戸さん、女子個人の部優勝の野川さん
（敬称略）
の３名が、加美町老連代表として県大会へ出場します。おめでとうございました‼
●団体の部 優 勝：上区フレンドリー A（小野田）
準優勝：あさひシルバークラブ（中新田）
第３位：上狼塚北ふれあい広場 B（中新田）
●男子個人 優 勝：三浦 和訓（上区フレンドリーＢ）
準優勝：瀬戸政次郎（あさひシルバークラブ）
第３位：渡部 憲司（上区フレンドリー A）
●女子個人 優 勝：野川みね子（仲良しクラブ）
準優勝：氏家いなよ（上狼塚北ふれあい広場 B）
第３位：早坂いわ子（上狼塚北ふれあい広場 B）

平成28年度金婚を祝う会〜自主申告をお忘れなく〜
今年度の加美町社会福祉協議会主催の『金婚を祝う会』を、下記の日程で開催する予定です。
つきましては開催にあたり、今年度も該当者の把握を個人情報保護の観点から、皆様の申告によ
り把握し、同意の上で確認（戸籍確認）いたします。
該当すると思われるご夫妻は、各地区社協窓口にて申込書をお受け取りになり、必要事項をご
記入の上お申込下さい。（なお、申請時には印鑑をご持参ください）
１．開催予定日 11月18日㈮
２．会 場
小野田文化会館（やくらい文化センター）・小ホール
３．該当者
昭和41年１月１日から同年12月31日までに
婚姻届出（入籍）されたご夫妻
４．申込締切日 ９月16日㈮
５．申込先
加美町社会福祉協議会・本部（63−2547）
小野田福祉サービスセンター（67−7177）
宮崎福祉サービスセンター （68−2105）
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平成２８年度加美町社会福祉協議会 会員加入のお願い
〜町民の皆様の善意が、貴重な財源になります！〜
加美町社会福祉協議会は、
「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、行政や福祉団体、
ボランティア等と連携しながら、地域の課題解決に取り組む民間の福祉団体です。
社協では、多種多様化する福祉ニーズにお応えするため、町民の皆様からご協力いただきました
会費等の財源をもとに、地域に密着した各種福祉事業の推進に取り組んでおります。
お寄せいただいた会費は、主に地域福祉事業（高齢者や障害者の生活支援サービス等）や、子ど
もたちに対する福祉教育推進事業（学校での福祉体験学習等）
、また行政区福祉事業やボランティア
活動事業など、多くの事業活動を支える貴重な財源となります。
つきましては、今年も町民の皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。
加美町社会福祉協議会会員 年会費
一般会費 １世帯 1,000円〔町内各世帯〕
賛助会費 １口
3,000円〔企業・法人及び個人〕
特別会費 １口 10,000円〔企業・法人及び個人〕

生活相談所開設
日常生活で心配ごと、困りごとはありません
せん
か？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
７月21日
今野
攻
早坂 彰彦
８月18日
佐藤千鶴子
大崎 吉男
９月15日
澤口
信
伊藤 良博
※今年度より完全予約制となっております。
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。

ホームヘルパー募集！
社協で働いてくださるホームヘルパーを、下記
のとおり募集しています。応募される方は、希望
の勤務先を明記した履歴書及び資格者証の写しを
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）までお申込み下さい。
【勤務先】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
【賃 金】時給920円〜1,000円
【資 格】・普通運転免許（ＡＴ限定可）
・年齢60歳未満の方
・介護職員初任者研修資格等の介護
資格のある方
【勤務日及び勤務時間】相談に応じます。

温かい善意ありがとうございます【寄付金】
（平成28年４月９日〜平成28年６月20日）

★匿
名
様
★並柳１８班 様
★
（宗）中新田ハリストス正教会 様
8
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県高齢者総合相談センター
巡回法律相談のお知らせ
土地家屋やクレジット等の契約に関する消費
生活問題から、財産相続、交通事故、刑事事件、
境界問題など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
料ですので、ぜひお申込みください。
日
時：平成28年９月２日㈮
午前の部：10時〜12時
午後の部： １ 時〜３時
場
所：加美町中新田福祉センター
相談時間：１人につき30分（最大８名）
申
込：社会福祉協議会に直接お越しの上、
住所・氏名・年齢・電話番号・相談
内容・希望される時間帯をお伝え下
さい。
受付期間：平成28年７月20日〜
平成28年８月19日まで
※完全予約制となります。
また、相談内容によっては、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、あらかじめご了承願います。

ご協力ありがとうございます
物 品 寄 付
★ゆ め の 会 様… タオル、毛布、敷きパッド他
★鳴瀬婦人会 様… タオル
★尾形 正吉 様（北川内）……………… 臼、杵
★匿
名
様……………………… お茶５本
⇒ 宮崎デイサービスセンターへ
★小山 俊喜 様（菜切谷新田）… はくパンツ他

