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きれいなバラの香りにうっとり
第１回家族介護者交流のつどい（関連記事は２ページに掲載）
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日々の介護を忘れ、優雅なひととき
〜第１回家族介護者交流のつどい〜
６月27日㈬、やくらいガーデンと薬

の湯

を会場に、平成30年度第１回目となる家族介
護者交流のつどいを開催。当日は37名の皆さ
んが参加されました。
今回は『やくらいガーデン散策とティータ
イム』と題し、はじめにやくらいガーデン内
レストランにてティータイムを設けました。
バラが咲き誇る美しい英国風庭園を眺めなが
ら、おいしいお菓子とコーヒーで一息つくと、
徐々におしゃべりも弾み出し笑顔も満開とな
▲美しい庭園を眺めながらのティータイム♪

り、会場内はあっという間に賑やかになりま
した。
その後、皆さんは空模様を気にしながら外
へ。時折雨が降るあいにくの天候でしたが、
バラや咲き始めたばかりのラベンダーなど、
良い香りに包まれた中を歩きました。
閉会を迎えるころには、常連の参加者の皆
さんは「次は日帰りの旅行だよね？また次も
会うべね〜♪」
「去年は平泉だったから、今年
は浜のほうへ行きたい！」など、早くも次回
を楽しみにしている声が聞かれました。次回
も多くの皆さんの参加をお待ちしています！

▲雨に濡れるバラのトンネルをくぐり抜けて

第２回家族介護者交流のつどい
日ごろ、在宅で介護をされているご家族を対象
に、今年度２回目となる交流会を開催いたします。
お互いの悩みや体験を話し合い、リフレッシュ
してみませんか？ご参加お待ちしています。
日

時：平成30年９月13日㈭
午前９時〜午後３時30分頃

内 容：日帰り旅行（宮城県内）
仙台市・うみの杜水族館ほか（予定）
参加費：無 料
対象者：在宅で要介護２以上の方を介護されてい
るご家族の方
▲この時期には珍しく睡蓮の花も一輪咲いていました。

※詳しくは社協までお問い合わせください。
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かみまちボランティアセンター通信 vol.22
の
高校・大学生
皆さんへ!!

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

福祉施設における
学生ボランティア受付中!!

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ください。

期
時
施

間：８月１日㈬〜９月29日㈯ ※ただし、日曜日は除きます
間：午前９時〜午後４時
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。

〜あなたの
『愛』
が、地球を救う〜
２４時間テレビチャリティ募金活動
毎年８月に全国各地で開催されている「24時間テレビ〜
愛は地球を救う〜」のチャリティ募金活動が、今年も本町
では下記の日程で開催されます。
昨年もたくさんの皆様にご協力いただき、短い時間での
開催にもかかわらず５万円を超える募金を頂戴しました。
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41 〜愛は地球を救う〜
今年のテーマ「人生を変えてくれた人」
日
場
3

時：８月25日㈯、午後１時〜５時
所：イオンスーパーセンター加美店
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平成29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7,052世帯 ◎賛助会員91口 ◎特別会員128口

۟܌ባቊΖං
高齢者の集い
＊一人暮らし高齢者の集い
三地区合同 １回 73名参加
中新田 2回 延べ 98名参加
小野田 2回 延べ 38名参加
宮 崎 2回 延べ 46名参加
＊二人暮らし高齢者の集い
中新田 2回 延べ 99名参加
小野田 2回 延べ 21名参加
宮 崎 2回 延べ 40名参加
家族介護者交流事業
3回
開催回数
延べ参加者数
98名
ふれあい・いきいきサロン事業
登録サロン数
8件
困りごと相談事業
＊生活相談所の開設
定例相談：４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21件
＊生活安定資金貸付（町社協）
継続36件、新規貸付９件
＊緊急小口資金特例貸付（県社協）
継続41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 36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 132件
文書作成 132件
文書印刷 191件
レクリエーション研修会
50名参加
介護予防シニア元気塾
中新田
11回
小野田
2回
10回
宮 崎
高齢者等生活支援（除雪サービス）
登録者
33名
除雪回数 352回
高齢者等生活支援（配食サービス）
登録者 92名
中新田 244回 7,390食
小野田 244回 1,979食
宮 崎 244回 2,106食
配達ボランティア延べ
857名
歳末配食サービス
「ふれあいあったか弁当」
中新田 239食
小野田 97食
宮 崎 93食
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
中新田
3名
3名
小野田
宮 崎
1名
金婚を祝う会
25組50名参加
第３回加美町社会福祉大会
延べ参加者数 250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、広原小学校、
鳴瀬小学校、東小野田小学校、
鹿原小学校、西小野田小学校、
小野田中学校、宮崎小学校、
旭小学校、賀美石小学校、
みやざき園、賀美石幼稚園
福祉作文・ポスターコンクール
応募総数 211点
5点
最優秀賞
優 秀 賞
10点
佳
作
22点
遺児福祉奨学金贈呈事業
14名に福祉奨学金を贈呈
社協だよりの発行
第69号〜第73号
年５回発行
上寿祝
満百歳９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、６グループ
苦情解決体制
＊苦情受付件数 ５件
苦情解決のための第三者委員会
２回開催

ࠞባቊΖං
●中新田ヘルパーステーション………………延べ訪問回数 6,413回、延べ時間 5,672時間
●加美町社協ヘルパーステーション…………延べ訪問回数 9,735回、延べ時間 6,956時間
753回
●加美町社協入浴ステーション………………延べ訪問回数
●中新田デイサービスセンター………………309日開設、延べ利用者数 7,815名
●小野田西部デイサービスセンター…………307日開設、延べ利用者数 5,029名
●宮崎デイサービスセンター…………………310日開設、延べ利用者数 7,851名
●加美町社協ケアサポートセンター…………延べ給付管理件数 2,657件
●クローバーハウス……………………………244日開設、延べ利用者数 4,214名
●やくらいアットハウス………………………243日開設、延べ利用者数 1,158名
826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
●加美町社協相談支援事業所カミング………計画数 37件、延べモニタリング数 28件
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平成29年度決算報告
会費収入

8,467,500円（1.47％）

寄付金収入
前期末支払
資金残高
44,338,298円
その他の
（7.72％）
活動による収入
53,292,383円
（9.27%）
基金積立
資産取崩収入
32,307,361円（5.62%）

受託金収入
8,770,827円（1.53％）

収入合計

その他の収入
11,288,817円（1.97％）

受取利息配当金収入
229,561円（0.04％）

経常経費
補助金収入
66,126,251円
（11.51％）

2,321,641円（0.40％）

障害福祉
サービス収入
66,313,840円
（11.54％）

５74,667,72８円
介護保険事業収入
276,027,849円
（48.03％）
貸付事業等収入
523,000円（0.09％）

負担金収入
4,660,400円（0.81％）

日常生活自立支援事業

資金貸付事業 642,480円（0.12%）
家族介護者交流事業 526,233円（0.10%）
相談支援事業所 5,183,325円（0.98%）

64,965円（0.01%）

クローバーハウス
27,123,916円
（5.12%）
宮崎
デイサービス
センター
61,114,735円
（11.55%）
小野田西部
デイサービス
センター
56,199,480円
（10.62%）

地域活動支援センター
あおぞら
5,045,994円（0.95%）

法人運営事業
162,172,105円
（30.64%）

支出合計

５２９,２３７,８８７円

地域福祉事業
15,686,817円（2.96%）

加美町社協
中新田
ケアサポート
金婚式
デイサービス
加美町 中新田
センター
467,323円（0.09%）
センター
ヘルパー
社協
35,171,534円
63,501,209円 ヘルパー ステーション
（6.65%）
（12.00%） ステーション 28,399,651円
加美町社協入浴ステーション
35,046,275円（5.37%）
（6.62%）

11,317,607円（2.14%）

やくらいアットハウス
21,574,238円（4.08%）

収入合計574,667,728円−支出合計529,237,887円＝平成30年度への繰越金45,429,841円
5
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「平成30年７月豪雨災害義援金」募集
宮城県共同募金会と加美町社会福祉協議会（加美町共同募金委員会）では、西日本を中心に各地で甚
大な被害が出ている標記の災害に対しまして、下記のとおり義援金の募集を行います。皆様のご協力を
お願いいたします。
１．趣

旨

平成30年７月の豪雨により、各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等に甚大な被害が発生し複数の市
町村で災害救助法が発令されました。
この災害により被災された方々を支援することを目的に、義援金を募集いたします。
２．募集期間

平成30年９月28日㈮まで

３．義援金の配分 お寄せいただく義援金は、中央共同募金会に送金したのち、被災地それぞれの行政、
共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会にお
いて取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
４．義援金の受付窓口
加美町社会福祉協議会本部または各福祉サービスセンターまで直接ご持参ください。
社会福祉法人加美町社会福祉協議会
本

部

（中新田福祉センター内） ☎63−2547

小野田福祉サービスセンター（小野田福祉センター内） ☎67−7177
宮崎福祉サービスセンター （宮崎福祉センター内）

☎68−2105

※なお、宮城県共同募金会に直接振込みをする場合は、指定の振込用紙を用意しておりますので、
お近くの社協事務局までご来所ください。

新規デイサービスセンター開設を断念
加美町社会福祉協議会では、宮崎地区のデイサービス利用者増に対応するための受け皿として、
賀美石地区に新しく25名規模のデイサービスセンターを開設する計画を、平成26年11月の理事
会、評議員会で議決しておりました。
しかしながら、その後の社会情勢の変動から、①他事業所との競合により大幅な利用者増が見
込まれないこと、②看護師等の有資格者をはじめとする職員の確保が困難であること、③本会の
経営状況が大変厳しいこと、等の要因から新規開設を断念せざるを得ないことが、本年４月の理
事会、評議員会にて承認されました。
本会としましても大変残念でありますし、開設を楽しみにしていらした方には誠に申し訳有り
ませんが、諸事情を勘案の上ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、本会のデイサービス事業所（中新田、小野田西部、宮崎）では、定員にまだ余裕がございます。
職員一同万全を期してお待ちしておりますので、ぜひご利用願います。
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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。
町民の皆様からご協力いただい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〕

平成30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
記入の上お申込ください。（なお、申請には印鑑が必要です。）

１．開催予定日 11月22日㈭
２．会
場 やくらい文化センター・小ホール
３．該 当 者 昭和43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21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）

弁護士による法律相談日
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ください。

日
時：平成30年９月14日㈮、午後１時〜５時
場
所：加美町宮崎福祉センター
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・希望される時間等を相談シートにご記入ください。
受付期間：平成30年８月10日㈮〜９月５日㈬まで
※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、ご了承ください。
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平成30年度『社協スタッフ』大募集!!
加美町社会福祉協議会が運営する介護事業所及び障害福祉サービス事業所のスタッフとして、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、希望の職種等を明記した履歴書、資格者
証の写し等を持参の上、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。

①運転業務員

②ホームヘルパー（短時間勤務）

【賃
金】時給1,200円
【勤 務 日】月〜土曜日
【勤務時間】 8:30〜 9:30
16:00〜17:00
※週19時間以内勤務

【賃
金】時給1,020円〜940円
【勤 務 日】応相談
【勤務時間】応相談
【資
格】介護福祉士、介護職員初任者研
修課程、ヘルパー１級・２級

③ケアマネジャー（介護支援専門員）

④調理員（小野田西部デイサービスセンター）

【賃
金】月給223,900円〜181,598円 【賃
金】時給900円〜860円
【勤 務 日】月〜金曜日、週５日勤務
【勤 務 日】月〜土曜日
【勤務時間】8:30〜17:15
【勤務時間】8:30〜12:30
【資
格】介護支援専門員
※週19時間以内勤務

⑤調理員（中新田デイサービスセンター） ⑥調理員（配食サービス）
【賃
金】時給900円〜860円
【勤 務 日】月〜土曜日 週５日勤務
【勤務時間】8:30〜12:30

⑦看護師（准看護師）

【賃
金】時給900円〜860円
【勤 務 日】月〜金曜日
【勤務時間】①11:00〜15:00
②12:00〜16:00
週19時間以内勤務

⑧栄養士（短時間勤務）

【賃
金】月給225,400円〜210,800円 【賃
金】時給1,170円
【勤 務 日】月〜土曜日（週５日シフト制）【勤 務 日】月〜金曜日、週３日勤務
【勤務時間】8:30〜17:15 週５日勤務
【勤務時間】8:30〜17:15の間の４時間
【資
格】看護師（准看護師）
【資
格】栄養士
●１：共通条件 満65歳未満、要普通運転
満65歳未満、要普通運転免許
●２：福利厚生 週勤務時間により雇用保
週勤務時間により雇用保険･社会保険に加入。その他本会規定による。

生活相談所開設

温かい善意ありがとうございます

日常生活で心配ごと、困りごとはありません
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

（平成30年４月14日〜平成30年７月18日）

開設日

寄

相 談 員

８ 月16日

大崎 吉男

佐藤千鶴子

９ 月20日

工藤わか子

早坂 彰彦

10月18日

村山 亮子

今野

攻

※完全予約制です。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、お申込みください。
この広報紙は、共同募金の配分金により発行しています。

付

金

★伊藤 一衛 様（下区）
100,000円
★（宗）中新田ハリストス正教会 様 20,000円
★佐藤 正師 様（本郷）
100,000円
★匿
名
様
100,000円
★匿
名
様
37,108円
★尾形
晃 様（本郷）
100,000円
★特定非営利活動法人大崎タイムス福祉部 様
クローバーハウスへ指定寄付
20,000円
あおぞらへ指定寄付
20,000円

物品寄付
★鳴瀬婦人会 様 …………………… タオル
★ベガスベガス加美店 様 ………… お菓子類
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