第70号
2017年７月
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相手を思いやる「心」を学ぶ
〜中新田地区小学校福祉体験学習〜

▲うわっ！重い!!（広原小・高齢者疑似体験）

６月から７月にかけて、３つの小学校で福祉体
験学習が行われました。
中新田小学校では５年生の皆さんが、白杖やア
イマスク等を用いた視覚障害体験、車イスによる
下肢障害体験を行いました。また、日常生活で実
際に車イスを使用している下肢障害者の方々や、
町内で手話を学んで活動しているボランティアの
皆さんと交流しました。
広原小学校と鳴瀬小学校では４年生の皆さん
が、視覚・下肢障害体験と、身体におもりやサポー
ターなどを付けて日常動作を行う高齢者疑似体験
を行いました。歩くことや文字の読み書きなど、
いつも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、子どもたち
は悪戦苦闘。
体験を通じて児童の皆さんは、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、そして、
「自分たちにできる事は何か？」を考えることで、
相手の立場に立って考える「思いやりの心」の大
切さにも気付いたようでした。

▲手話って難しい!?（中新田小・ボランティアとの交流）

今回の体験を通じて
〜子どもたちの感想から〜
今回の体験でいちばんびっくりしたのは、お年
寄りの身体はいつもの２倍くらい重いというこ
とです。お年寄りも、障害のある人も普通の人
と同じようにするためにがんばっているんだな
あと思いました。
おじいさんやおばあさんたちはからだが大変な
のに畑仕事をやっている人たちもいるので、す
ごいと思います。おじいさん、おばあさんたち
がもっと長生きできるようにお手伝いをしてい
きたいです。
町に車イスや白杖を使っている人をよく見かけ
ます。これからも車イスや白杖を使っている人
などがいたら、自分のできることは何かを考え
たりして生活をしていきたいと思いました。
目や足が不自由でも、歩くことや出かけたりで
き、ハンディを背負っている人でもできること
はできる人だということがわかりました。ハン
ディを背負っている人などがいたら、積極的に
手伝いをしたいです。
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▲車イスでの段差越えに挑戦（鳴瀬小・下肢障害体験）

▲腕相撲で真剣勝負！腕力の強さにビックリ!!
（中新田小・下肢障害者との交流）

かみまちボランティアセンター通信 vol.17

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

ださい 高校・大学生ボランティア大募集！
！
お気 軽に参加く
ボランティア月間となる８〜９月中、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。ボランティア活動に興味がある、または、何か新しいことをしてみたいとい
う学生の皆さん、ボランティアの経験がなくても大丈夫です！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㈫〜９月30日㈯ ※ただし、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】
・入浴後の整容 ・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。

今年もやります！

ミニデイレクリエーション研修会

▲手作りならではの面白さ！バナナ箱を使った
お手玉ゲームを紹介中♪

レクリエーション用品を実際に使用し、遊び方を
学ぶ研修会を昨年開催したところ、ご参加いただい
た皆様から大変好評をいただきました。このたび新
たに購入した貸出用品もあり（Ｐ.６紹介）、使い方
を覚えてミニデイで実践してみませんか？
行政区の区長さんやミニデイサービスのリーダー
さん、ボランティアさんなど、大勢の方々のご参加
をお待ちしております。
日 時：８月30日㈬ 午前10時〜11時30分
会 場：小野田福祉センター ホール
参加費：無料
持ち物：上履き
申し込み：加美町社会福祉協議会 63−2547

24時間テレビ40 〜愛は地球を救う〜
チャリティ募金活動実施のお知らせ
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。

24時間テレビ40

▲「募金ありがとう！」

〜愛は地球を救う〜

今年のテーマ「告白〜勇気を出して伝えよう〜」
日 時：８月26日㈯、午後１時〜５時
場 所：イオンスーパーセンター加美店
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平成28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7,064世帯 ◎賛助会員95口 ◎特別会員130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 78名参加
中新田 2回 延べ106名参加
小野田 2回 延べ 35名参加
宮 崎 2回 延べ 48名参加
＊二人暮らし高齢者の集い
中新田 2回 延べ 84名参加
小野田 2回 延べ 26名参加
宮 崎 2回 延べ 33名参加
家族介護者交流事業
開催回数
3回
延べ参加者数 142名
ふれあい・いきいきサロン事業
登録サロン数
9件
困りごと相談事業
＊生活相談所の開設
定例相談：３日間開設
随時相談：１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22件、新規貸付１件
＊生活安定資金貸付（町社協）
継続49件、新規貸付14件
＊緊急小口資金特例貸付（県社協）
継続47件
＊生活復興支援資金貸付（県社協）
継続１件
福祉機器の貸与
車イス貸与 33件

行政区福祉事業への協力・援助
町内77行政区
ミニデイサービスサポート事業
物品貸出 101件
文書作成 111件
文書印刷 170件
レクリエーション研修会
57名参加
介護予防シニア元気塾
中新田
10回
宮 崎
10回
高齢者等生活支援（除雪サービス）
登録者
44名
除雪回数 115回
高齢者等生活支援（配食サービス）
登録者 90名
中新田 243回 6,971食
小野田 243回 1,744食
宮 崎 243回 1,929食
配達ボランティア延べ
914名
歳末配食サービス
「ふれあいあったか弁当」
中新田 255食
小野田 100食
宮 崎 87食
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
中新田
4名
小野田
3名
宮 崎
1名
金婚を祝う会
23組45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３園、
私立幼稚園２園
福祉教育
＊福祉体験学習
中新田小学校、中新田保育所、
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、
＊福祉体験ワークキャンプ
町内中学生８名参加
福祉作文・ポスターコンクール
応募総数 217点
最優秀賞
6点
優 秀 賞
15点
35点
佳
作
遺児福祉奨学金贈呈事業
15名に福祉奨学金を贈呈
社協だよりの発行
第64号〜第68号
年５回発行
上寿祝
満百歳７名に記念品を贈呈
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 26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 8,371回、延べ時間6,540時間
●加美町社協ヘルパーステーション…………延べ訪問回数10,124回、延べ時間7,448時間
●加美町社協入浴ステーション………………延べ訪問回数
970回
●中新田デイサービスセンター………………311日開設、延べ利用者数7,780名
●小野田西部デイサービスセンター…………311日開設、延べ利用者数6,073名
●宮崎デイサービスセンター…………………311日開設、延べ利用者数8,608名
●加美町社協ケアサポートセンター…………延べ給付管理件数2,976件
●クローバーハウス……………………………242日開設、延べ利用者数4,027名
●やくらいアットハウス………………………242日開設、延べ利用者数1,986名
●地域活動支援センターあおぞら……………241日開設、延べ利用者数 876名
●加美町社協相談支援事業所カミング………計画数25件、延べモニタリング数35件
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平成28年度決算報告
会費収入

その他の活動による収入
28,057,930円（5.20%）
前年度繰越金
50,431,548円
（9.34％）

障害福祉
サービス収入
70,281,330円
（13.02％）

町補助金、
共同募金配分金
収入等
60,392,353円
（11.19％）

1,327,778円（0.25％）

受託金収入
8,967,229円（1.66％）

収入合計

５３９,７７９,１６８円

その他の収入
3,764,296円（0.70％）

介護保険事業収入
303,265,367円
（56.18％）

貸付事業等収入
263,000円（0.05％）

受取利息配当金収入
245,237円（0.05％）

負担金収入
4,280,600円（0.79％）

日常生活自立支援事業

資金貸付事業 585,880円（0.12%）
家族介護者交流事業 693,128円（0.14%）
相談支援事業所 5,275,082円（1.06%）
クローバーハウス
26,680,072円
（5.38%）

宮崎デイサービス
センター
63,656,555円
（12.85%）
小野田西部
デイサービス
センター
57,600,408円
（11.63%）

地域活動支援センター
あおぞら
5,161,185円（1.04%）

8,502,500円（1.57％）

寄付金収入

69,155円（0.01%）

法人運営事業
85,052,992円
（17.17%）

地域福祉事業
14,327,263円（2.89%）
金婚式
386,993円（0.08%）

支出合計

４９５,４４０,８７０円

中新田
デイサービス
センター
60,826,717円
（12.28%）

加美町社協
ケアサポートセンター
54,055,718円
（10.91%）

中新田ヘルパー
ステーション
加美町社協 35,065,929円
ヘルパー
（7.08%）
ステーション
48,472,225円
（9.78%）

加美町社協入浴ステーション
15,333,266円（3.10%）

やくらいアットハウス
22,198,302円（4.48%）

収入合計539,779,168円−支出合計495,440,870円＝平成29年度への繰越金44,338,298円
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新しいレク用品が
仲間入りしました!!
社協では、ミニデイサービスの案内状の
印刷・作成やレクリエーション用品の貸し
出し、献立の作成等を行い、行政区のミニ
デイサービスを応援しています。
このたび貸し出し用品として、非常に大
きなサイズのビンゴゲーム機など、右の写
真の４点が新たに仲間入りしました！
また、社協職員が講師としてミニデイの
会場へお邪魔し、レクリエーションや講話
等を行う「介護予防シニア元気塾」も随時
受け付けております。
事業の詳しい内容やミニデイに関するご
相談は、各地区社協事務局までお気軽にお
問い合わせください。お待ちしていま〜す♪
◎お問合せ先
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）

社協は行政区
の
ミニデイを
応援します！！

▲豆つかみゲーム（左）と新ビンゴゲーム機（右）▲

▲ストラックアウト（左）と思い出カルタ歌謡曲版（右）▲

狙うはホール・イン・ワン!!
〜第１２回加美町老連グラウンドゴルフ大会〜
６月14日㈬
６月14日㈬、陶芸の里スポーツ公園陸上競技場を会場に、第12
陶芸の里スポーツ公園陸上競技場を会場に 第12
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
地区大会を勝ち抜いた約100名の会員さんが参加し、10月に大郷
町で開催される宮城県シニアスポーツ大会の代表を目指して熱戦
が繰り広げられました。
競技の結果、男子個人の部優勝の武田さん、準優勝の中嶋さん、
女子個人の部優勝の星さんの３名が、加美町老連代表として県大
会へ出場します。県大会でも上位を目指して頑張って下さい!!
▲皆さん気になる打球の行方は…??

第12回加美町老連グラウンドゴルフ大会結果（敬称略）
●団体の部 優 勝：北盛会Ａ（小野田）
準優勝：城生寿会（中新田）
第３位：あさひシルバークラブＡ（中新田）
●男子個人 優 勝：武田 秋夫（北盛会Ａ）
準優勝：中嶋 保志（城生寿会）
第３位：澁谷 褜五（あさひシルバークラブＡ）
●女子個人 優 勝：星 みさ子（城生寿会）
準優勝：早坂 良子（万鶴会Ａ／小野田）
第３位：本郷さと子（鶴亀会Ａ／宮崎）
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▲よ〜く狙って…ああっ！短い!!

あなたの暮らしを
守ります！

みやぎ地 域福祉
サポートセンター

まもりーぶ

Ｑ．「まもりーぶ」って何ですか？また、どんな方が対象になりますか？
Ａ．在宅の認知症高齢者や知的障害・精神障害のある方などを対象に、自分に必要な福祉サービス
を選んだり、サービスの契約を結んだり、利用料等の支払いをすることが一人ではできない（自
信がない）方のご相談に応じ、主に金銭管理を中心に日常的な支援を行います。

Ｑ．「まもりーぶ」でできることは何ですか？
Ａ．本事業では、利用者と契約を結び、以下のサービスを行うことができます。
●福祉サービス利用に関する情報提供や手続きの代行（入所契約は除きます）
●日常的な金銭管理のお手伝い
●書類や通帳、印鑑等の保管・管理

Ｑ．利用すると、お金はどのくらいかかりますか？
Ａ．利用料は以下のとおりです。なお、サービス料金と旅費は減免になる場合があります。
●基本料金
700円（１ヵ月あたり）
●サービス料金
500円（30分あたり）
●預かりサービス 300円（１ヵ月あたり）
●サービス提供に係る旅費 走行した距離に応じて発生します。
◎事業の詳しい内容につきましては、下記までお問合せ下さい。
大崎地域福祉サポートセンター（大崎市社会福祉協議会三本木支所内）：0229−25−3032
社会福祉法人加美町社会福祉協議会：0229-63-2547

平成29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、申請には印鑑が必要です。）

１．開催予定日
２．会 場
３．該当者
４．申込締切日
５．申込先

11月22日㈬
やくらい文化センター・小ホール
昭和42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
９月20日㈬
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２
平成29年度加美町社会福祉協議会
９年度加美町社会福祉協議会 会費納入のお願い
〜町民の皆様の善意が、貴重な財源になります！〜
社会福祉協議会（社協）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
８ 月17日
今野
攻
伊藤 良博
９ 月21日
大崎 吉男
村山 亮子
10月19日
工藤わか子
庄司 定雄
※完全予約制です。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】月〜日曜日（シフト制、週19時間以内）

温かい善意ありがとうございます【寄付金】
（平成29年４月11日〜平成29年６月30日）

★（宗）中新田ハリストス正教会 様 20,000円
★板垣 文一 様（鳥屋ヶ崎）
100,000円
★佐藤 良子 様（平柳）
100,000円
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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
離婚、財産相続、交通事故、クレジット契約
等の法律上のトラブルについて、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下さい。
日

時：平成29年９月29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：各地区社協事務局に直接お越しの上、
住所・氏名・年齢・電話番号・相談
内容を相談シートにご記入の上、希
望される時間帯をお伝え下さい。
受付期間：平成29年８月10日㈭〜
平成29年９月15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】
★ベガスベガス加美店 様 …………… お菓子類
★鳴瀬婦人会 様 ………………………… タオル
★中村 昇和 様（南町）… オムツ、パッド他
★ＪＡ加美よつば女性部中新田支部 様 … タオル
★小野田地区老連女性部 様 …………… タオル
★鈴木 康一 様（色麻町）………… 食器類等

