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みんなでお出かけ♪「はい、ポーズ！」
〜宮崎地区一人暮らし高齢者のつどい『ふれあい会』〜
６月17日
６月17日、宮崎地区一人暮らし高齢者のつどい『ふれあい会』を実施しました。今年度も加美町宮崎地
宮崎地区 人暮らし高齢者のつどい『ふれあい会』を実施しました 今年度も加美町宮崎地
区民生委員児童委員協議会との共催事業として、大崎市岩出山までバスの旅を楽しみました。当日は天気
にも恵まれ、絶好のお出かけ日和。感覚ミュージアムの前で記念にパチリ！今年も楽しい一日でした♪
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平成25年度事業報告

会員の皆様に支えられ、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７,０６１世帯 ◎賛助会員１０２口 ◎特別会員１４６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106名参加
中新田 3回 延べ144名参加
小野田 3回 延べ 57名参加
宮 崎 3回 延べ 71名参加
＊二人暮らし高齢者の集い
中新田 2回 延べ117名参加
小野田 2回 延べ 40名参加
宮 崎 2回 延べ 47名参加
家族介護者交流事業
開催回数
4回
延べ参加者数 147名
ふれあい・いきいきサロン事業
登録サロン数
2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26世帯
＊生活安定資金貸付（町社協）
新規貸付５世帯（継続38世帯）
＊緊急特別つなぎ資金貸付
新規貸付９世帯（継続９世帯）
＊緊急小口資金特例貸付
継続66世帯
＊生活復興支援資金貸付
継続２世帯

行政区福祉事業への協力・援助
町内79行政区
ミニデイサービスサポート事業
物品貸出
85件
文書作成
153件
文書印刷
210件
レク研修会
43名参加
介護予防シニア元気塾
中新田
9回
小野田
2回
宮 崎
8回
高齢者等生活支援（除雪サービス）
登録者
48名
除雪回数 372回
高齢者等生活支援（配食サービス）
登録者 121名
中新田 244回 8,246食
小野田 244回 2,190食
宮 崎 244回 3,363食
配達ボランティア延べ 1,252名
歳末配食サービス
「ふれあいあったか弁当」
中新田 253食
小野田
91食
宮 崎
89食
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
中新田 ５名
小野田 ４名
ボランティア活動の推進
＊活動支援
５団体、４グループ

福祉まつり
延べ参加者数 600名
福祉教育協力校等
小学校10校 中学校３校
私立幼稚園１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、宮崎小学校、
旭小学校、賀美石小学校、
中新田保育所、中新田高校
＊福祉体験ワークキャンプ
町内中学生16名参加
福祉作文・ポスターコンクール
応募総数 208点
最優秀賞
5点
優 秀 賞
12点
佳
作
42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47号〜第52号
社協のご案内
上寿祝
満百歳９名に記念品贈呈
金婚を祝う会
34組67名参加
福祉機器の貸与
車イス貸与 39件

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9,378回、延べ時間8,098時間
●加美町社協ヘルパーステーション…………延べ訪問回数12,992回、延べ時間 9,143時間
●加美町社協入浴ステーション………………310日開設、延べ訪問回数788回
●中新田デイサービスセンター………………310日開設、延べ利用者数8,561名
●小野田西部デイサービスセンター…………310日開設、延べ利用者数5,463名
●宮崎デイサービスセンター…………………310日開設、延べ利用者数8,715名
●加美町社協ケアサポートセンター…………延べ給付管理件数2,835件
●クローバーハウス……………………………244日開設、延べ利用者数3,824名
●やくらいアットハウス………………………244日開設、延べ利用者数1,471名
●地域活動支援センターあおぞら……………244日開設、延べ利用者数1,024名
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一般会計決算報告

財務活動による収入
12,780,664円（2.31％）

会費収入

施設整備等による収入
5,197,500円（0.94％）
前期末支払資金残高
63,584,600円
(11.47％)

経理区分間繰入金収入
10,485,928円（1.89％）

8,805,500円（1.59％）

寄付金収入
経常経費
補助金収入
52,565,889円
（9.49％）

1,922,148円（0.35％）

受託金収入

10,360,187円(1.87％)

受取利息配当金収入
264,956円（0.05％)
障害福祉
雑収入
1,319,589円（0.24％） サービス収入
59,475,642円
（10.73％）

収入合計

554,092,898円

利用料収入
15,097,710円（2.72％）

事業収入
4,139,700円（0.75％）
介護保険収入
303,581,989円
（54.79％）

貸付事業等収入
613,000円（0.11％）

共同募金配分金収入
3,897,896円（0.70％）

日常生活自立支援事業
資金貸付事業

67,312円（0.01%）
地域福祉活動推進事業
12,298,304円（2.49%）

609,379円（0.12%）

家族介護者交流事業
621,356円（0.13%）

クローバーハウス
30,497,569円
（6.16%）

宮崎デイサービス
センター
85,047,494円
（17.19%）

小野田西部
デイサービス
センター
48,831,128円
（9.87%）
地域活動支援センター
あおぞら
5,373,548円（1.09%）

法人運営事業
75,221,009円
（15.21%）

支出合計

494,694,797円
中新田
デイサービス
センター
80,065,103円
（16.18%）

生活相談事業
359,797円（0.07%）
共同募金配分金事業
4,142,889円（0.84%）

加美町社協
ケアサポートセンター
40,826,792円
（8.25%）

中新田ヘルパー
ステーション
39,265,793円
加美町社協 （7.94%）
ヘルパー
ステーション
41,344,755円
（8.36%）

加美町社協入浴ステーション
13,664,247円（2.76%）

やくらいアットハウス
16,458,322円（3.33%）

収入合計554,092,898円−支出合計494,694,797円＝平成25年度繰越金59,398,101円
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介護予防シニア元気塾【上小路一行政区】
社協では、今年度も各行政区で開催されるミニ
デイサービスに年一回お邪魔し、レクリエーショ
ンなどを通じて介護予防を推進する「介護予防シ
ニア元気塾」事業を行っています。今回は６月１
日㈰に、宮崎地区・上小路一行政区で開催された
元気塾の様子をご紹介します。
当日は19名の皆さんが参加され、指体操や後出
しジャンケンといった脳トレゲームで大いに盛り
上がった後、ポケットボールで体を動かしました。
元気いっぱいの皆さんから、こちらが逆に元気
をいただいた楽しい一日となりました。

▲「あいやぁ〜、負げだぁ〜！」
皆さんいい笑顔です♪

NEW レク物品紹介 地域行事でも活用ください♪
ミニデイサービス等で使用できるレクリエーション物品の貸し出しを行っています。今
回は、新しく仲間入りした貸出物品を２つご紹介いたします。
まず初めにご紹介するのが、左の写真上段の「低床玉入れ」
です。５色のカゴと玉が各色10個ずつ付いています。カゴ
は２段階の角度調整が可能で、床に直接置いて使用します。
長時間立つことが難しい方でも、イスなどに座ったまま玉入
れができると、特にミニデイサービス等で好評です。
続いて左の写真下段が、一番新しいレク物品「ラダーゲッ
ター」です。はしご状の的（ラダー）に向かって、両端にゴ
▲ミニデイ等で人気の低床玉入れ ム製のボールのついたひもを投げ、上手に引っ掛けて得点を
競います。一見簡単そうに見えますが、適度な力と距離感を
計って投げるのは意外と難しく、つい「もう一回！」と夢中
になってしまうようです。
これらのレク物品はミニデイサービス以外にも、子ども会
や地域の各種行事にも貸し出し可能です。今回ご紹介した物
品の他にも、社協では多くのレク物品を揃えてあります。ご
利用を希望される場合は予約が必要となりますので、各地区
▲最新貸出物品のラダーゲッター♪ 社協事務局までお問い合わせください。

育てよう！福祉のこころ 〜福祉体験学習〜

▲車いすの介助を体験
（鳴瀬小6年・福祉体験学習）
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社協では、町内の小中学校・幼稚園・保育所を
福祉教育協力校に指定し、福祉教育活動を推進し
ています。
今年度は、中新田小学校５学年・鳴瀬小学校６
学年の総合的な学習の時間に職員の派遣を行い、
年間を通じて福祉体験学習に協力する予定です。
子供たちの成長過程において、福祉のこころ（お
もいやり・たすけあい・ささえあい）を育み、福
祉の啓発に努めます。
また、夏休みには毎年恒例となりました、福祉
作文・ポスターコンクールと中学生を対象とした
福祉体験ワークキャンプを開催します。大勢の皆
さんの参加をお待ちしています。

かみまちボランティアセンター通信 vol.1

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

みなさん、はじめまして！加美町ボランティアセンターです。これから毎号、
かみまちのボランティアに関する情報や、活動の様子などをお伝えしていきま
す。よろしくお願いします!!

盲導犬ふれあい募金活動に参加しました！
６月21日㈯、ヨークベニマル中新田店を会場
に、「盲導犬ふれあい募金活動」が開催されまし
た。この活動は、公益財団法人日本盲導犬協会
仙台訓練センター（スマイルワン仙台）の主
催で、盲導犬や視覚障がいへの理解を深め、併
せて盲導犬の育成・普及推進活動として、東北
地方と新潟県の各地で行われているものです。
今回、加美町で開催するにあたり、社協へ協
力のお声掛けをいただいたことで、一日募金活
動に参加してきました。
当日は２頭の訓練犬とＰＲ犬が来場しました。
また、加美町ボランティア友の会の皆さんにも協
力をいただき、10名の会員さんが参加されました。
天候にも恵まれ、会場には子供を連れて買い物
に訪れたお客さんが多く、大変賑わっていました。
募金にご協力いただいた皆さんには、協会職員か
ら盲導犬のお仕事や訓練等について説明を聞いた
り、実際に犬に触れてみたりしながら、盲導犬に対
する理解を深めていただきました。
募金にご協力いただいた皆様、また、活動に参
加したボランティア友の会の皆様、大変ありがと
うございました。

ィア
テ
ン
ラ
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ーション
メ
ォ
フ
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24時間テレビのチャリティー
2
募金活動を行います！

毎年８月に全国各地で開催されてい
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
時間テレビ〜愛は地球を救う〜」の、チャリ
ティー募金活動を、今年から加美町でも開催い
たします。
日時、実施会場等については右記のとおりと
なっております。詳細につきましては社協まで
お問い合わせください。当日は募金へのご協力
をよろしくお願いいたします！

24時間テレビ37「愛は地球を救う」
今年のテーマは…
〜小さなキセキ、大きなキセキ〜
◆日時：平成26年８月30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
※詳しくは社協までお問い合わせください
かみまち「社協だより」第 5 4 号
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平成26年度社協会員加入のお願い
みなさまの善意が貴重な財源に！
加美町の高齢化率が30％を超えた現在、地域福祉のさらな
る拡充が求められております。
加美町社会福祉協議会では、町民の皆様からの要望にお応
えするため、ご協力いただいた会費等の財源をもとに、より
地域に密着した各種福祉事業の
社協会費
推進に取り組んでおります。今 一般会費 １世帯 1,000円
年も皆様方のご理解とご協力を 賛助会費 １口
3,000円
お願い申し上げます。
特別会費 １口 10,000円

今年度みなさまから納入いただく
一般会費はこのように使われます
困りごと相談に
15円
社協だよりや
福祉まつりなどの
ボランティア
広報活動に
活動推進に
80円
行政区
65円
福祉事業に
福祉教育
75円
事業に
35円

その他に ５円

一般会費
1,000円

社協活動
推進事業に
480円

老人福祉
事業に
高齢者
90円
等生活
支援事業に
135円
母子父子福祉事業に
10円
障害福祉
事業に
10円

生活相談所開設
談所開設
所開設

第 2 回家族介護者交流のつどい
回家
回家族

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
開設日
相 談 員
７月17日
大崎 吉男
工藤わか子
８月21日
今野
攻
早坂 彰彦
９月18日
佐々木誠喜
佐藤千鶴子

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26年９月２日㈫
午前９時〜午後３時30分
内 容：日帰り旅行（宮城県内）
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
詳しくは社協までお問い合わせください
※詳しくは社協までお問い合わせください。

上記の他にも随時相談を受け付けております
ます
ので、お気軽にご連絡ください。

弁護士による法律相談日
日
離婚、財産相続、交通事故、刑事事件、境界、
界、
など
土地家屋契約、クレジット契約等の消費問題など
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。この機会にぜひお申込みください。
日
時：平成26年９月10日㈬
午後１時から５時
場
所：加美町中新田福祉センター
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26年８月 １ 日から
平成26年８月29日まで
※完全予約制です。
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
★鈴木
茂 様…書き損じ葉書30枚
★匿
名
様…ラッピング用紙⇒あおぞらへ
★匿
名
様…ボールペン
⇒中新田ヘルパーステーションへ
★匿
名
様…使用済み牛乳パック他⇒あおぞらへ
★鳴瀬婦人会 様…タオル等100枚
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延滞利子が発生します！

ご注意 !!
い
くだ さ

平成23年３月11日に発生した東日本大震災
によって被災された方々を対象に、宮城県社会
福祉協議会が貸付を行いました『生活福祉資金
特例緊急小口資金』
（一口10〜20万円）につき
まして、多くの方が今年の６月末日をもちまし
て最終償還期限を迎えております。
期日までに償還が完了されなかった方につき
ましては、残元金に対して年10.75％の延滞利
子が発生しますので、すみやかに償還されます
ようお願いいたします。
なお、お支払いに関するお問い合わせにつき
ましては、下記の連絡先までご連絡ください。
●加美町社会福祉協議会（電話）63−2547
●宮城県社会福祉協議会生活支援課生活資金管理係（電話）022−216−5100

温かい善意ありがとうございます
寄

付

金

（平成26年４月11日〜平成26年６月10日）

物 品 寄 付
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特例緊急小口資金の返済がお済みでない皆さんへ

2014.7

★中新田山野草会愛好会会長 伊藤 勝喜 様 12,465円
★（宗）中新田ハリストス正教会 様 20,000円
★小野田城内姉さん広場 様
12,230円
50,000円
★鎌田 秀夫 様（南永志田）
⇒宮崎デイサービスセンターへ指定寄付
★鎌田 昭吉 様（下小路二）
100,000円

