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狙いを定めて…それゆけっ!!
小野田地区ふたり暮らし高齢者のつどい（関連記事は４ページに掲載）

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/

平成26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7,117世帯 ◎賛助会員103口 ◎特別会員139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 83名参加
中新田 3回 延べ143名参加
小野田 3回 延べ 74名参加
宮 崎 3回 延べ 73名参加
＊二人暮らし高齢者の集い
中新田 2回 延べ105名参加
小野田 2回 延べ 31名参加
宮 崎 2回 延べ 41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 130名
ふれあい・いきいきサロン事業
登録サロン数
4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25世帯、新規貸付１世帯
＊生活安定資金貸付（町社協）
新規貸付８世帯（継続37世帯）
＊緊急特別つなぎ資金貸付
新規貸付17世帯（継続15世帯）
＊緊急小口資金特例貸付
継続53世帯
＊生活復興支援資金貸付
継続１世帯
行政区福祉事業への協力・援助
町内78行政区

ミニデイサービスサポート事業
物品貸出 102件
文書作成 151件
文書印刷 204件
介護予防シニア元気塾
中新田
9回
小野田
3回
宮 崎
8回
高齢者等生活支援（除雪サービス）
登録者
45名
除雪回数 317回
高齢者等生活支援（配食サービス）
登録者 118名
中新田 244回 8,959食
小野田 244回 2,013食
宮 崎 244回 2,414食
配達ボランティア延べ 1,108名
歳末配食サービス
「ふれあいあったか弁当」
中新田 260食
小野田 99食
宮 崎 94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
宮 崎
1名
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 67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、
西小野田小学校、鹿原小学校、
小野田中学校、宮崎小学校、
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24名参加
福祉作文・ポスターコンクール
応募総数 206点
最優秀賞
5点
優 秀 賞
12点
佳
作
43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53号〜第58号
社協のご案内
上寿祝
満百歳６名に記念品贈呈
金婚を祝う会
37組74名参加
福祉機器の貸与
車イス貸与 48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8,926回、延べ時間7,234時間
●加美町社協ヘルパーステーション…………延べ訪問回数14,366回、延べ時間 9,980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861回
●中新田デイサービスセンター………………310日開設、延べ利用者数8,016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5,937名
●宮崎デイサービスセンター…………………310日開設、延べ利用者数7,660名
●加美町社協ケアサポートセンター…………延べ給付管理件数3,098件
●クローバーハウス……………………………244日開設、延べ利用者数3,828名
●やくらいアットハウス………………………242日開設、延べ利用者数1,473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1,101名
●加美町社協相談支援事業所カミング………計画数15件、延べモニタリング数15件
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平成26年度

一般会計決算報告
会費収入

8,675,500円（1.49％）

寄付金収入
前期末
支払資金残高
59,398,101円
（10.23％）

財務活動による収入
28,244,250円（4.86％）

受取利息配当金収入
275,498円（0.05％）
雑収入
1,411,188円（0.24％）

経理区分間
繰入金収入
38,436,410円
（6.62％）
障害福祉
サービス収入
58,923,492円
（10.14％）

経常経費
補助金収入
54,106,736円
（9.32％）

2,254,817円（0.39％）

受託金収入

7,763,598円（1.34％）

収入合計

580,857,958円
事業収入
4,015,800円（0.69％）

利用料収入
14,247,095円（2.45％）

介護保険収入
298,716,775円
（51.43％）

貸付事業等収入
480,500円（0.08％）

共同募金配分金収入
3,908,198円（0.67％）

日常生活自立支援事業

資金貸付事業 836,882円（0.16%）
家族介護者交流事業 517,654円（0.10%）
相談支援事業所 4,471,540円（0.85%）

70,074円（0.01%）

クローバーハウス
30,876,061円
（5.84%）
法人運営事業
115,264,756円
（21.80%）
宮崎デイサービス
センター
72,281,123円
（13.67%）
小野田西部
デイサービス
センター
56,261,774円
（10.64%）

地域活動支援センター
あおぞら
5,406,376円（1.02%）

生活相談事業
347,914円（0.07%）

支出合計

５２８,６４８,９４９円

中新田
デイサービス
センター
68,011,703円
（12.87%）

地域福祉活動推進事業
11,982,734円（2.27%）

加美町社協
ケアサポートセンター
43,190,845円
（8.17%）

中新田ヘルパー
加美町社協 ステーション
38,148,624円
ヘルパー
ステーション （7.21%）
46,617,277円
（8.82%）

共同募金配分金事業
4,203,957円（0.80%）

加美町社協入浴ステーション
10,798,826円（2.04%）

やくらいアットハウス
19,360,829円（3.66%）

収入合計580,857,958円−支出合計528,648,949円＝平成26年度繰越金52,209,009円
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ぜひ一
度
お試し
くださ
い!!

クローバーハウスの新ブランド
シルクにんにく いかがですか？
加美町障害者自立支援施設クローバーハウスでは、
作業の一環として農作物の栽培を行っており、今年も
ニンニクの栽培・販売に取り組んでいます。
毎年、畑の肥料として地元酪農家さんから完熟堆肥
を提供いただいておりましたが、今年はこれに加えて
養蚕農家さんから蚕の糞も頂戴し、養分たっぷりのオ
リジナル肥料を用いたことから、
「シルクにんにく」

▲クローバーハウスの新作「シルクにんにく」

と名付けて販売することになりました。
利用者の皆さんが心をこめて育てたにんにくは、７
月中旬より販売しております。金額等の詳しい内容に
つきましては、下記の連絡先までご連絡ください。
【問合せ先】
加美町障害者自立支援施設クローバーハウス
電話＆ＦＡＸ：0229−63−3797 担当：伊藤
▲暑さに負けず、力を合わせて収穫中！

二人一緒で、仲良く元気にいつまでも！
〜各地区ふたり暮らし高齢者のつどい〜
６月中旬から下旬にかけて、中新田・小野田・
宮崎地区の各福祉センターを会場に、ふたり暮ら
し高齢者のつどいを開催しました。これは、町内
の２人暮らし世帯の中で、おふたりとも70歳以上
であるか、どちらかおひとりが70歳以上の方々を
対象とし、おふたりがいつまでも元気でいられる
ようにとの観点から、栄養指導や健康管理指導等
▲保健師さんによる健康講話（中新田地区）

に重点を置いて開催しているものです。
今年度１回目となった今回、中新田地区は６月
23日に保健師さんによる健康講話、小野田地区で
は６月18日にレクリエーションと栄養士さんによ
る栄養指導、宮崎地区では６月30日にハープ奏者
の先生をお招きしての音楽鑑賞会を行いました。
ふたり暮らし高齢者のつどいは、各地区で年２
回ずつ開催しております。当日の参加費等はあり
ませんので、ご案内が届きましたら各地区事務局

▲ハープの癒しの音色にうっとり（宮崎地区）
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へご連絡の上、どうぞお気軽にご参加ください。

かみまちボランティアセンター通信 vol.7

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

若い力、集まれ！学生ボランティア大募集!!

〜８月はボランティア月間です〜
ボランティア月間となる８月、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、デイサービスセンターと障害者自立支援施設でのボランティア体験を受け
入れております。ボランティア活動に興味がある、または、なにか新しいことをしてみたいなぁ…
という学生の皆さん、今年の夏は福祉施設でのボランティア活動で、新しい「何か」を見つけてみ
ませんか？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３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
・障害者自立支援施設『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
【障害者自立支援施設】
・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。

加美町ボランティア友の会主催

会員研修会開催のお知らせ

加美町ボランティア友の会では、会員研修会を下記の日程で開催いたします。ボランティア活動
を通してより豊かな生活を過ごすためには、いつまでも元気でいることが第一。ユーモアたっぷり
の講話で、笑って元気になりませんか？
当日はボランティア友の会に所属されていない方々でもご参加いただけます。また、参加費や事
前の申込も不要です。大勢の皆さんの参加をお待ちしております！
日 時：平成27年9月14日㈪ 10時開会（受付９時30分〜）
会 場：加美町宮崎福祉センター コミュニティホール
テーマ：「生涯青春 人生に定年なし」
講 師：ヒューマンカウンセラー 佐藤 忠男 氏
参加費：無料 申し込み：
申し込み：不要 問い合わせ先：加美町社会福祉協議会

ボランティア
ョン
インフォメーシ

63−2547

今年も２４時間テレビの
今
チャリティー募金活動を行います！

昨年多
昨年多くの皆様にご協力
いただき
いただきました、
「24時間テ
レビ〜愛は地球を救う〜」の
チャリティー 募 金 活 動 を、
今年は右記のとおり開催い
たします。今年も皆様のご
▲今年もお揃いのＴシャツを着た
スタッフがお待ちしています！ 協力をお願いいたします。

24時間テレビ38「愛は地球を救う」
今年のテーマは…

「つなぐ〜時を超えて笑顔を〜」
◆日時：平成27年８月22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 6 0 号
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加美町社会福祉協議会
平成 27 年度事業予定
月

日

事

業

今後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。

名

会

場

８ 月 ７ 日㈮

中新田地区第２回ひとり暮らし高齢者のつどい

中新田福祉センター

８ 月20日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

８ 月22日㈯

24時間テレビチャリティー募金活動

イオンスーパーセンター加美店

８月

ミニデイサービスレクリエーション研修会

未 定

９ 月 ２ 日㈬

家族介護者交流のつどい

日帰り旅行（仙台方面予定）

９ 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

９ 月17日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

10月 １ 日㈭

赤い羽根共同募金街頭募金運動

中新田地区

10月11日㈰

平成27年度福祉まつり

中新田福祉センター

10月15日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

10月

中新田地区第３回ひとり暮らし高齢者のつどい

未 定

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回ひとり暮らし高齢者のつどい

宮崎福祉センター

11月19日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

11月20日㈮

金婚を祝う会

やくらい文化センター

11月

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

11月

宮崎地区第２回ふたり暮らし高齢者のつどい

宮崎福祉センター

11月

家族介護者交流のつどい

やくらい薬 の湯

12月１日㈫

弁護士による無料法律相談日

宮崎福祉センター

12月17日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

12月

もちつきの集い

中新田福祉センター

１ 月21日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

１月

小野田地区第３回ひとり暮らし高齢者のつどい

やくらい薬 の湯

１月

宮崎地区第３回ひとり暮らし高齢者のつどい

ゆ〜らんど

２ 月18日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

３ 月 ７ 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17日㈭

生活相談日

中新田福祉センター分室

３月

家族介護者交流のつどい

各地区で開催
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おらほの「サロン」
〜ふれあい・いきいきサロン紹介〜

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。この事業は地域内の集会
所や公民館、参加者の自宅などを利用して、地域の高齢者・
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）づくりを社協が応援するものです。
今回は、主に未就学児のお子さんを持つお母さんたちの
情報交換と、仲間作りの場として活動されている「子育て
▲親子でヨガに挑戦中！
上手にできるかな？
サークル『めんこちゃん』」をご紹介します。
「子育てサークル『めんこちゃん』
」は、地域の集会所等を会
場に月２回程度開催されており、親子ヨガ教室と子育て交流会
を主な活動としています。活動にお邪魔したこの日は総勢14
人の皆さんが参加され、親子ヨガ教室が行われていました。
ヨガのポーズには難しいものもありましたが、お母さんに励
まされ、子供たちも最後まで元気いっぱい活動している姿が印
象的でした。今後はパン作りや小物作りなど、親子で体験でき
る内容を増やしていく予定だそうです。
▲活動が終わってほっと一息。 社協は今後も地域のサロン活動を応援していきます。サロン
お子さんと一緒の楽しい時間 活動に興味のある方は、お近くの社協事務局までお問合せくだ
に思わず笑顔がこぼれます。
さい。お待ちしています!!

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。

平成27年度金婚を祝う会 〜自主申告をお忘れなく〜
前号でもお知らせしましたが、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、申請時には印鑑をご持参ください）
１．開催予定日 11月20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40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18日㈮
５．申 込 先 中新田福祉サービスセンター（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27年度社協会員加入のお願い 〜皆様の善意が貴重な財源に！〜
今年度みなさまから納入いただく
加美町の高齢化率は今年３月末の時点で32％を超え、
一般会費はこのように使われます
県内でも８番目の高い水準となっており、地域福祉の
さらなる拡充が求められております。
困りごと相談に
その他に ５円
加美町社会福祉協議会では、町民の皆様からの要望 社協だよりや 20円 ボランティア
活動推進に
にお応えするため、ご協力いただいた会費等の財源を 福祉まつり等の
70円
広報活動に
もとに、より地域に密着した各種福祉事業の推進に取 80円
行政区
り組んでおります。今年も町民の皆様方のご理解とご
福祉事業に
社協活動
一般会費 推進事業に
80円
協力をお願い申し上げます。
福祉教育事業に
420円
1,000円
45円
社協会費
障害福祉事業に
老人福祉
15円
一般会費 １世帯 1,000円
事業に 高齢者等
100円 生活支援
賛助会費 １口
3,000円
事業に
母子父子福祉事業に
150円
15円
特別会費 １口 10,000円

生活相談所開設

家族介護者交流のつどい

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〜午後３時
★場所：中新田福祉センター分室２Ｆ相談室

日ごろ、在宅で介護をされているご家族の皆
さんを対象に、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27年９月２日㈬
午前９時〜午後３時30分（予定）
内 容：日帰り旅行（仙台方面）
参加費：無 料
対象
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。

開設日
相 談 員
７月16日
三浦 久子
伊藤 良博
８月20日
澤口
信
工藤わか子
９月17日
早坂 彰彦
村山 亮子
記 他 も随時相談を受け付け おります
上記の他にも随時相談を受け付けております
ので、お気軽にご連絡ください。

弁護士による法律相談日
離婚、財産相続、交通事故、刑事事件、境界、
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27年９月８日㈫
午後１時〜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ください
受付期間：平成27年８月３日〜28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。
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温かい善意ありがとうございます
寄

付

金

（平成27年４月11日〜平成27年６月12日）

★匿
名
様
10,000円
★猪股 栄一 様（上町）
100,000円
★大枝 敏幸 様（南鹿原）
100,000円
★（宗）中新田ハリストス正教会 様 20,000円
★匿
名
様
100,000円
⇒宮崎デイサービスセンターへ指定寄付

ご協力ありがとうございます
物 品 寄 付
★匿
名
様 …………… 手拭い、タオル他
★匿
名
様 ……………………… 紙おむつ
★ゆめの会 様 ………… タオル、敷きパッド他
★鳴瀬婦人会 様 ……………… タオル等100枚
★黒田 弘子 様（中区）………… タオル96枚
★匿
名
様 ……………………… 紙おむつ
⇒宮崎デイサービスセンターへ
★三浦 寿江 様（上小路一）
…………… 紙おむつ、尿取りパッド、衣類等
⇒宮崎デイサービスセンターへ
★匿
名
様 …………… 肌着、はくパンツ
⇒宮崎デイサービスセンターへ

