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７月12日㈮、鳴瀬小学校４年生の皆さんが中
新田デイサービスセンターを訪問。利用者の皆さ
んとゲームを楽しみました。
この日は魚釣り。児童たちはおばあちゃんやお
じいちゃんたちと力を合わせ、大物釣りを目指し
ました。最後は全員で大きな声で校歌を歌い、次
回訪問予定の秋に再会を約束しあっていました。

釣れたよ！ 大物かな!?
鳴瀬小学校４年生

編集と発行

デイサービス訪問より

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/

就任の挨拶「支え合い、助け合い」
社会福祉法人加美町社会福祉協議会

会

長

鈴

木

俊

郎

６月20日、理事会において皆様の推薦により加美町社会福祉協議会会長に就任いたしました。
今野前会長同様に学校教育に携わっており、地域福祉分野は初めての経験となりますが、町民の
皆様並びに各関係機関や諸団体の皆様の声に耳を傾けながら、職責を果たしていきたいと考えて
おります。微力ではありますが、町の地域福祉向上に努めてまいりますので、変わらぬご指導ご
鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
地域福祉を取り巻く環境は大きく変化しております。国では「地域包括ケアシステム」や「地
域共生社会の実現」に取り組むことを打ち出しておりますが、これは社会福祉協議会が従来取り
組んできた事業や方向性と合致するものであり、本会には地域福祉を推進する中心的役割を担う
べく、更なる活躍が期待されているところです。
今年度は、第２次地域福祉活動計画（おらほのプラン２）の２年目に当たります。これまで展
開してきた事業を更に進めながら、地域内での社会的な孤立や生活困窮世帯等の新たな生活課題
と呼ばれる問題に対して、地域住民の皆様や当事者団体、ボランティア、行政や関係機関等と連
携し対応してまいります。また、本会は介護保険事業所７ヶ所、障害福祉サービス事業所４ヶ所
を運営しております。本町の面積の広さ、積雪の多い山間地等の地域特性もあり、経営が大変厳
しくなっておりますが、本会の社会的使命を果たすべく、効果的で効率的な経営に努めます。
全ての町民がお互いに支え合い、助け合い、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の
まちづくりの実現を目指し、役職員一丸となりまして取り組んでまいりますので、改めて更なる
ご支援ご協力をお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。

「ボランティア文化に感謝」退任の挨拶
社会福祉法人加美町社会福祉協議会

前会長

今

野

文

樹

このたび、任期満了を機に、会長職を退任させていただきました。これまで、町民の皆様のご
支援とご理解に助けられながら職責を果たすことができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
百歳のお祝いにお伺いし長寿の方の元気さにいつも驚かされたこと、集いなどでお会いし家族
を介護している方々のお話に心打たれたこと、などが思い出されます。
また、120人の社協職員の皆さんが豊かな経験のもと、社会福祉を支える誇りと自負を持って職
務に精励している姿も印象に残りました。
しかしながら、加美町社協の事業は、ボランティア精神を体現する数多くの町民サポーターに
支えられており、また、支えなしには成り立ちません。皆様のこれまでの献身に感謝申し上げま
すとともに、これからも、町民福祉の推進にお力添えをいただきますようよろしくお願いいたし
ます。
２年３か月の短い期間ではありましたが、誠に得がたい経験でした。今後は私も社協の理解者
として、福祉の向上に微力ながら尽くしたいと思います。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。
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プロゴルファーの皆さん、
ありがとう！
ジャパンゴルフツアー選手会より車両贈呈
６月14日㈮、国内男子プロゴルフ選手で組織す
るジャパンゴルフツアー選手会（石川遼会長）よ
り、軽自動車（スズキ・アルト）の寄贈を受けま
した。ジャパンゴルフツアー選手会では、５年前
から岩手・宮城・福島の東日本大震災により被災
した３県に、被災地の復興支援を目的として、軽
自動車を毎年10台ずつ贈呈しています。
仙台市内で行われた贈呈式には、本会より今野
会長が出席し、石川会長から福祉に役立ててくだ
さいとの言葉もいただきました。選手の皆様の善
意を、加美町の地域福祉のために大切に使わせて
きます。
いただきます。

令和元年度

▲石川遼会長（写真左）に感謝を伝える
▲石川遼会長（写真左）に感謝を伝え

金婚を祝う会

〜自主申告をお忘れなく〜
町からの委託事業である『金婚を祝う会』を下記により開催いたします。つきましては、戸籍確
認の必要がありますので、皆様からの申告により該当者を把握いたします。
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
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44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）

不審電話にご注意を!!
最近、社協（社会福祉協議会）の職員の名を語り、「配食サービスを行っているが、一人暮らしで
すか？」「何か困っていることはありませんか？」など、在宅状況や個人情報を探る内容の電話がか
かってくるという事件が茨城県、山梨県、富山県、愛知県、三重県、香川県、高知県、福岡県など
で相次いで発生しています。
宮城県内ではまだこのような事件は聞かれませんが、加美町社会福祉協議会のみならず、公的機
関からそのような内容の電話をかけることは絶対にありませんので、万が一このような電話がかかっ
てきた場合には「そのような内容には答えられません」と、毅然とした態度でお断りください。
「おれおれ詐欺」や「還付金詐欺」など、いまだに全国的な詐欺被害が後を絶ちません。くれぐれ
も不審な電話には、十分ご注意ください。
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平成30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7,009世帯 ◎賛助会員97口 ◎特別会員125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 75名参加
中新田 2回 延べ 88名参加
小野田 2回 延べ 44名参加
宮 崎 2回 延べ 38名参加
家族介護者交流事業
3回
開催回数
延べ参加者数 127名
ふれあい・いきいきサロン事業
登録サロン数
9件
金婚を祝う会
31組62名参加
困りごと相談事業
＊生活相談所の開設
定例相談：１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20件
＊生活安定資金貸付（町社協）
継続40件、新規貸付14件
＊緊急小口資金特例貸付（県社協）
継続39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 49件

行政区福祉事業への協力・援助
町内78行政区へ助成金交付
ミニデイサービスサポート事業
物品貸出 148件
文書作成 110件
文書印刷 170件
レクリエーション研修会
73名参加
介護予防シニア元気塾
9回
中新田
小野田
4回
8回
宮 崎
高齢者等生活支援（配食サービス）
登録者 98名
中新田 244回 6,953食
小野田 244回 2,291食
宮 崎 244回 2,155食
配達ボランティア延べ
862名
高齢者等生活支援（除雪サービス）
登録者
34名
除雪回数 250回
歳末配食サービス
「ふれあいあったか弁当」
中新田 240食
小野田 101食
宮 崎 94食
上寿祝
満百歳９名に記念品を贈呈
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
中新田
3名
2名
小野田
宮 崎
1名

小地域ネットワーク活動の推進
要援護者世帯に対する見
守りを兼ねた除雪作業等
のモデル行政区指定
（白子田、東鹿原、下野目）
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３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、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、古川わんぱく園
福祉作文・ポスターコンクール
応募総数 275点
5点
最優秀賞
12点
優 秀 賞
佳
作
26点
夏・福祉体験ワークキャンプ
町内中学生 11名参加
社協だよりの発行
第74号〜第77号 年４回発行
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 ４件
苦情解決のための第三者委員会
２回開催

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 6,219回、延べ時間 5,371時間
●加美町社協ヘルパーステーション…………延べ訪問回数 8,334回、延べ時間 5,464時間
●加美町社協入浴ステーション………………延べ訪問回数
610回
●中新田デイサービスセンター………………309日開設、延べ利用者数 8,063名
●小野田西部デイサービスセンター…………309日開設、延べ利用者数 5,523名
●宮崎デイサービスセンター…………………309日開設、延べ利用者数 7,340名
●加美町社協ケアサポートセンター…………延べ給付管理件数 2,523件
●クローバーハウス……………………………243日開設、延べ利用者数 4,114名
●やくらいアットハウス………………………244日開設、延べ利用者数 1,756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
877名
●加美町社協相談支援事業所カミング………計画数 40件、延べモニタリング数 49件
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平成30年度決算報告
会費収入
その他の活動による収入
19,698,642円（3.89%）

前期末支払
資金残高
45,429,841円
（8.97％）

基金積立資産取崩収入
13,100,000円（2.59%）
その他の収入
3,303,852円（0.65％）

受取利息配当金収入
216,469円（0.04％）

8,407,334円（1.66％）

寄付金収入

障害福祉
サービス収入
63,089,530円
（12.45％）

経常経費
補助金収入
67,362,329円
（13.29％）

1,760,263円（0.35％）

受託金収入
9,044,981円（1.78％）

収入合計

５06,656,662円
介護保険事業収入
270,387,821円
（53.37％）

貸付事業等収入
246,000円（0.05％）

負担金収入
4,609,600円（0.91％）

日常生活自立支援事業

資金貸付事業 518,252円（0.11%）
家族介護者交流事業 713,506円（0.15%）
相談支援事業所 4,938,071円（1.07%）

58,469円（0.01%）

クローバーハウス
27,141,016円
（5.88%）

宮崎
デイサービス
センター
56,869,191円
（12.33%）
小野田西部
デイサービス
センター
49,250,552円
（10.67%）

地域活動支援センター
あおぞら
5,153,815円（1.12%）

法人運営事業
120,333,314円
（26.08%）

支出合計

461,416,080円
加美町社協
ケアサポートセンター
34,179,517円
（7.41%）

中新田
加美町 ヘルパー
中新田
デイサービスセンター 社協
ステーション
ヘルパー
60,759,277円
27,324,419円
ステーション （5.92%）
（13.17%）
26,845,238円
（5.82%）

地域福祉事業
14,069,704円（3.05%）
金婚式
532,846円（0.12%）

加美町社協入浴ステーション
10,244,163円（2.22%）

やくらいアットハウス
22,484,730円（4.87%）

収入合計506,656,662円−支出合計461,416,080円＝令和元年度への繰越金45,240,582円
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かみまちボランティアセンター通信 vol.26
高校生・
大学生の
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!!

８月から９月にかけ、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30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。
●ボランティア保険料として、１人につき300円を負担頂きますのでご了承ください。

〜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を、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51,771円の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42 〜愛は地球を救う〜
今年のテーマ「人と人 〜ともに新たな時代へ〜」
日
場

時：８月24日㈯、午後１時〜５時
所：イオンスーパーセンター加美店
かみまち「社協だより」第 7 9 号
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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〕

弁護士による法律相談日

生活相談所開設

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：令和元年９月12日㈭
午後１時〜午後５時
場
所：宮崎福祉センター・相談室
申
込：各地区社協事務局に直接来所の上、
相談シートにご記入ください。
受付期間：８月１日㈭〜８月30日㈮
※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。

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〜正午
★場所：中新田公民館・第一相談室（１階）

第２回 家族介護者
交流のつどい
日頃、在宅で介護をされているご家族を対象
に、今年度２回目の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
シュしませんか？ご参加をお待ちしています!!
日 時：令和元年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
※詳しくは社協までお問い合わせください。
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相 談 員

開設日
８ 月15日

早坂 彰彦

今野

攻

９ 月19日

工藤わか子

村山 亮子

10月17日

大崎 吉男

今野

攻

※今年度より予約の必要はありません。相談を
希望される方は、開設日に直接会場へお越し
ください。昨年度より開設時間や場所が変
更となっておりますので、ご確認願います。

温かい善意ありがとうございます
寄

付

金

（平成31年４月13日〜令和元年７月12日）

★板垣 道子 様（北区）
100,000円
★匿
名
様
200,000円
★齊藤はるよ 様（西上野目）
100,000円
★（故）大場 和夫 様（南町）
100,000円
★小野田町バドミントンクラブ 様
14,254円
★（宗）中新田ハリストス正教会 様
20,000円
★十八日組契約講 会計 牛坂利一 様 19,334円

物品寄付
★牛坂 利一 様 ………… 紙パンツ、下着類他
★明治安田生命中新田営業所 様 … 魚釣りゲーム
⇒中新田デイサービスセンターへ
★鳴瀬婦人会 様 ………………………… タオル
★ＪＡ加美よつば女性部中新田支部 様 … タオル
★匿
名
様 … お茶⇒宮崎デイサービスセンターへ

令和２年４月採用 加美町社協職員（正職員）を募集します
●初級（高等学校卒業程度）
職種（採用人数） 一般職（若干名）
職務内容 本会事務局又は事業所（介護保険事業及び障害福祉サービス事業所等）における事務・
事業（身体介護、送迎等を含む）に従事
受験資格
平成４年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方で、学校教育法に基づく高
等学校等を卒業した方（令和２年３月卒業見込みを含む）
普通自動車免許を有する者又は採用前までに取得見込みの方
試験方法 第１次試験：教養試験、性格特性検査
第２次試験：作文試験、面接試験
受付期間 ８月20日㈫から９月17日㈫まで
１次試験 10月20日㈰
合格発表10月30日㈬予定
２次試験 11月17日㈰予定
合格発表11月27日㈬予定
受験手続 受験申込書は、加美町社協本部に請求。郵送で請求する場合は、封筒の表に「加美町社
会福祉協議会職員採用試験受験申込書請求」と朱書きし、返信先を明記して140円切手を
貼った返信用封筒（Ａ４判が入る大きさ）を必ず同封すること。
申込・問合せ 〒981-4261 加美郡加美町字町裏320番地
加美町社会福祉協議会本部総務班（電話63−2547）まで

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、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。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小野田西部デイサービスセンター

②宮崎デイサービスセンター

【職
種】介護員 １名
【職
種】調理員 １名
【勤務日・勤務時間】月〜土曜日（8:30〜17:15） 【勤務日・勤務時間】月〜土曜日（8:30〜16:30）
※勤務シフト制による週休２日、
週勤務時間は要相談 ※勤務シフト制による週休２日、
週勤務時間は要相談
【賃
金】（資格無）時給860円
【賃
金】（資格無）時給870円
（資格有）時給950〜1,030円
（調理師）時給910円
通勤手当、賞与
通勤手当、賞与
【福利厚生】社会保険・雇用保険加入
【福利厚生】社会保険・雇用保険加入
【資
格】満65歳未満、要普通運転免許、介護 【資
格】満65歳未満
福祉士、介護職員初任者研修課程（ヘ
※介護資格なしでも可
ルパー１・２級資格）

③配食サービス調理員

【職
種】調理員 若干名
【勤務日・勤務時間】月〜金曜日 ※祝日は休み
4月〜10月 12:00〜16:00
11月〜3月 11:00〜15:00
※週勤務時間は要相談
【賃
金】（資格無）時給870円
（調理師）時給910円
【資
格】満65歳未満

⑤加美町社協ケアサポートセンター

④加美町社協ヘルパーステーション

【職
種】ホームヘルパー 若干名
【勤 務 日】日〜土曜日（勤務シフトによる）
週19時間以内勤務
※週勤務時間は要相談
【賃
金】時給950〜1,030円、通勤手当、賞与
【資
格】満65歳未満、要普通運転免許、介
護福祉士、介護職員初任者研修課
程（ヘルパー１・２級資格）

⑥中新田デイサービスセンター

【職
種】介護支援専門員 １名
【職
種】看護師（准看護師） １名
【勤務日・勤務時間】月〜金曜日（8:30 〜 17:15） 【勤務日・勤務時間】月〜土曜日（8:30〜17:15）
※勤務シフト制による週休２日、
週勤務時間は要相談
週38時間45分以内勤務
【賃
金】正看護師 月給227,700円
【賃
金】経験２年以上 月給226,200円
准看護師 月給213,000円
※未経験者及び経験２年未満の方の賃金
通勤手当、賞与
は本会規定による。通勤手当、賞与
【福利厚生】社会保険・雇用保険加入
【福利厚生】社会保険・雇用保険加入
【資
格】満65歳未満、要普通運転免許、
【資
格】満65歳未満、要普通運転免許、
介護支援専門員
看護師又は准看護師
この広報紙は、共同募金の配分金により発行しています。

かみまち「社協だより」第 7 9 号

2019.8

8

