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わたしたちは福祉活動を応援しています

代表取締役　柳　川　孝　行

日用品・家庭用品・業務用品卸

株式会社 柳川商店

〒989-6193 宮城県大崎市古川駅東2丁目2番3号
TEL（0229）22-2041　FAX（0229）22-2544

OA機器・オフィス家具・文具事務用品

本社・営業本部
宮城県大崎市古川休塚字南田62-1
TEL 0229-28-1116・FAX 0229-27-1165
http://www.kk-nishimaki.co.jp/

株式会社 日清医療食品㈱仙台支店
ヘルスケアフードの明日を考える 

〒980-0811
仙台市青葉区一番町1丁目9番1号 仙台トラストタワー23階
TEL 022-221-8221（代表）　FAX 022-221-8225
URL http://www.nifs.co.jp

「おおさき福祉のページ」では、有料広
告の掲載をいたします。事業主の皆様
の事業ＰＲの媒体として、是非ご活用く
ださい。なお、広告における収入は、広
報紙のより一層の充実に活用させて
いただきます。 

【お問い合わせ】 
社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 
総務企画課　ＴＥＬ 0229－21－0550

ＦＡＸ 0229－24－1158

掲載いたします。 広 告 

取締役会長  畠　山　隆　夫
代表取締役  宮　本　とみ子
専務取締役  畠　山　光　平

〒989-6174  大崎市古川千手寺町二丁目6-18
TEL.0229-23-1212 FAX.0229-23-1216
http://www.sonpo.ne.jp/Agent/aeru

あいおい二ッセイ同和損保・あいおい生命
メットライフアリコ代理店

あなたに会って伝えたい！

◎古川支所
・匿　　名………………………………………………………座布団（50枚）
・㈲花秀……………………………………………………………鉢花（２鉢）
・佐藤　てつ子……………………………………………………鉢花（２鉢）
・髙橋　ますゑ……バスタオル（4枚）、タオルケット（1枚）、シーツ（1枚）
・千葉　佶子………丹前下（6枚）、シーツ（2枚）、足ふきマット（11枚）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 タオルケット（3枚）、雑巾（150枚）
・齋藤　裕行……………………………………………介護用品（4袋・2箱）
・砂金　真一…………………………………………………介護用品（２袋）
・藤森　康之………………………インスタントグリル、タオル等（14点）
・遠藤　あや子…………………………介護用品（３袋）、男性用肌着上下
・豊島　英子…………………………………………… 下着類（新品）（21点）
・佐藤　真知子………タオル（ 7枚）、下着（1枚）、おしぼりタオル（41枚）
・穂波の郷 弓歯科医院 院長 弓 哲玖………車イス（１台）、補助杖（３本）
・佐々木　直哉………………………………………………介護用品（７点）
・㈲柏工芸　代表取締役　佐々木　英明
　　　　　　　　　…………「特別養護老人ホーム　楽々楽館」表題板
・中森　カチエ…………………………………バスタオル・タオル（30枚）
・古川地域婦人団体連絡協議会　会長　大友　富子……タオル等（536枚）
・平沢　勇喜……………………………………………桜絵（水墨画）（１点）
・木村　安男……………………………タオル、下着類、寝巻き等（27点）
・高橋　けさよ………………………………………タオル・手拭（135枚）
・庄司　美和子………………………ボアシーツ、座布団カバー等（15点）
・星　真由美……………………………………シーツ、バスタオル（50点）
◎松山支所
・大崎市松山老人クラブ連合会女性部………雑巾（20枚）、タオル（30枚）
・匿　　名……………座布団（25枚）、タオル（20枚）、タオルケット（10枚）
◎三本木支所
・佐々木　哲子…………………………………………………寝具類（９点）
・鈴木　洋郎…………………………………………………介護用品（４袋）
◎鹿島台支所
・大崎市立鹿島台第二小学校 ３学年児童一同………花苗（ビオラ）（20本）
・鈴木　きよ子………………………………………食器類（15枚・８種類）
・大場　みつゑ………………………………使い捨てクズ入れ（2,000枚）
◎岩出山支所
・千葉　きみ子…………………………………………………タオル（70枚）
・文屋　コカネ…………………………………………… 介護用品（250枚）
◎鳴子支所
・大崎市立鬼首小学校６学年　保護者・児童一同………シルバーカー
　（２台）、バスタオル（２枚）、タオルケット（３枚）
・㈱ハートウェル仙台店………介護用品（16袋）、入浴介助用介助ベルト
◎敬風園
・佐々木　洋子…………フェイスタオル（300枚）、ハンドタオル（240枚）
・鈴木　喜久男………………………………………介護用品（10箱・３袋）
・門間　勝子……………………………………………………タオル（50枚）
・大和田　昌二……………………………………………衣類・タオル一式

◎古川支所
・永濱　文義　　　　　10,000円
・木村　安男　　　　　10,000円
◎三本木支所
・三本木ダンス愛好会　10,000円
◎岩出山支所
・岸　　順幸　　　　　10,000円

◎鳴子支所
・石田　　正　　　　  100,000円
・髙橋　宗男　　　　  100,000円
◎敬風園
・秋山　陽子　　　　  50,000円
・菊池　ヨシ子　　　  30,000円
・菅原　こきく　　　  200,000円

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災における心温まる義援金並
びに救援物資を大崎市民の皆様をはじめ、全国各地の皆様よりお寄せい
ただき、誠に有難うございました。
　なお、頂いた義援金・救援物資につきましては、大崎市内において被
害を受けられた方への支援及び本会が運営する施設等において、大切に
使わせていただきます。
　温かい善意に心より感謝申し上げます。

◎本所
・チャリティーサークルふれあい会
　会長　南雲  千秋　　　605,983円
◎古川支所
・匿　　名　　　　　　　 31,500円
◎岩出山支所
・株式会社ヒシヌマ　　　 30,000円
・匿　　名　　　　　　　 30,000円
◎鳴子支所
・鳴子温泉生き生きクラブ（高齢者
　の集い 上川原・川渡地区）
　代表　髙橋　久志　　　 20,000円
◎敬風園
・ダイコー株式会社　代表取締役
　児玉　康資　　　　　  100,000円
・匿　　名　　　　　　　 10,000円
・匿　　名　　　　　　　 50,000円

◎本所
・株式会社池月道の駅
　株式会社ロイズコンフェクト
　　　　　　　　　  3,000,000円
◎古川支所
・大崎市社協 清滝支部  30,000円
・古川高等学校 職員一同 87,264円
・狩野　正昭・弘代　  100,000円
◎松山支所
・小野　昌子　　　　　 10,000円
◎三本木支所
・ひまわりハーモニカ　 20,000円
・大豆坂地蔵尊奉賛会　 20,000円
◎岩出山支所
・笠原　絵里加 他18名　 8,409円
・結城　りや　　　　　  1,000円
・大学町茶笑会　　　　  9,000円

・岩出山ボランティア友の会  20,000円
・大崎市身体障害者福祉協会　岩
　出山地区会　　　　　 50,000円
◎田尻支所
・千葉　勝司　　　　　 10,000円

　あたたかい善意、ありがとうございます。

 社会福祉寄附者ご芳名

編集製作／社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会

製作協力／株式会社大崎タイムス社

〒989-6154 宮城県大崎市古川三日町二丁目５－１ 
　　　　　　 大崎市古川保健福祉プラザ（fプラザ）内 
TEL 0229（21）0550　FAX 0229（24）1158 

vol.43

　◆寄附金（敬称略）

　◆物品寄附（敬称略）

平成23年2月18日～5月20日受付分

東日本大震災義援金・救援物資寄附者ご芳名

　◆義援金（敬称略）

平成23年3月11日～5月20日受付分

◎本　　所
・佐藤　昭一………………………………………………………食材等多数
・鹿郷　昌利…………………………………………………生卵（80パック）
・太子食品工業㈱古川清水工場………………………………豆腐（200丁）
・㈲阿部喜商店………………………………………ヨーグルト類（130ヶ）
・薄井智史他３名………………………………………パックごはん（12ヶ）
・尾西食品㈱　代表取締役　尾西　洋次……………………α米（1000食）
・ホクト㈱　代表取締役社長　水野　雅義
　　　　　　　　　　　　…………しめじ、まいたけ、エリンギ（62箱）
・社会福祉法人ひまわり福祉会　理事長　津久井　わかゑ
　横浜BayCityライオンズクラブ　会長　小川　一夫　　　　衣類（10箱）
　㈱石井商事　代表取締役　足立　友和
◎古川支所
・ホンダオート販売㈱…………………介護用品、食品、日用品類（40点）
・㈱まるしん……………………スチロールどんぶり（50枚）、紙皿（50枚）
・宮城県土地家屋調査士会　会長　鈴木　修……毛布、ロウソク、軍手等
・㈱ユダ仙台営業所　相談役　市川　滉
　　　　 　…………米（30kg）、トマト、ネギ、キュウリ、白菜（各1箱）
・宮城シマダヤ㈱……………………………………………うどん（1800食）
・太子食品工業㈱古川清水工場………………豆腐（100丁）、納豆（150ヶ）
・匿　　名………………………………………………………タオル（50枚）
◎松山支所
・食べ処・飲み処　番屋………………………………………………お弁当
・ボランティア団体　ひのきしん　代表　髙橋　伸実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………食材・日用品等多数
・介護福祉事業部　四季のめぐみ……………………………マスク（８箱）
・匿　　名…………………………………………………………介護用品類
・匿　　名………………………………………………………………衣類等
・只埜　策郎………………………………………………米（30kg）、野菜等
・佐々木　理佳………………………………………コーヒーセット（４箱）
・開保津　龍史…………………………………………ポケットティッシュ
・匿　　名…………………………………………………………生活用品等
・只埜　悦子……………………………………………………………野菜類
・新田区会………………………………………………………子供服（７箱）
・匿　　名……………………………………………衣類、マスク、手袋等
・佐藤　美佳…………………………………………………粉ミルク（２缶）
・匿　　名……………………………………………大判バスタオル（37枚）
・山谷　實…………………………………………………衣類、介護用品等
・匿　　名……………………………………………………………介護用品
・匿　　名………………………………………………………………衣類等
・匿　　名………………………………布団、シーツ、タオル類等（７点）
◎鹿島台支所
・㈲おやしき弁当…………………………………………………白米（３袋）
・㈲ダイアファーム　代表取締役　阿部　雅良…………水菜（７ケース）
・㈲マルセンファーム……………………………デリシャストマト（30ヶ）
・鹿野　秀男………………………………………白米（30kg）、餅米（30kg）
・広長長寿会　代表　高塒  庄一…デリシャストマト（2袋）、タオル（1箱）
・川島　幸枝……………………………………………栄養ドリンク（20本）
・佐藤　征次……………………………………………水（２リットル12本）
・香川　勇治………………………………………デリシャストマト（90kg）
・鹿島台大沢行政区　代表　畑中　理一郎
　　　　　　　　　　　　　……………水（2リットル6本入り10ケース）
・匿　　名………………………………………白米（4袋）、つぼみ菜（1箱）
・匿　　名………………………………………………………小麦粉（12袋）
・匿　　名……………………………卵（50ヶ）、紙パックジュース（12本）
◎岩出山支所
・匿　　名…………………………………………………………大根（２袋）
・栗駒ファーム㈱ 中新田工場……………………………………卵（300個）
◎敬風園
・本田　民夫……………………………………………………………野菜類
・藤和建設㈱　代表取締役　佐藤　規幸………………米、野菜類等多数
・菊地　日出男………………………………………………介護用品（３袋）
・齋藤　久子……ぶなしめじ、白ぶなしめじ、エリンギ（各１箱）、レタス
・㈱ユダ　代表取締役　湯田　勝………………………………米、野菜類
・板林　雄二…………………………………………………介護用品（５点）
・㈱仙北商会……………………………………………………乾パン（２箱）
・佐々木　芳江……………………………………介護用品、菓子類（14点）
・末永　三郎………………………………………………塩蔵わかめ（２袋）
・菅野　正子……………………ミネラルウオーター（2箱）、とろみ（2袋）
・鬼首地域づくり委員会・鬼首女性ネットワーク………………衣類一式
・医療法人 あけぼの会 花園病院　事務長　寺邑　文孝
　　　　　　　…………体温計、マスク、タオル、石鹸、介護用品一式
・㈲平自動車整備工場………………………………………灯油、ガソリン

　◆救援物資寄附（敬称略）

鳴子温泉生き生きクラブ　様
（高齢者の集い上川原・川渡地区）

　皆様からお寄せいただいた義援金は、宮城県共同募金会を通じて被災
地に送られ、復興支援のために役立てられます。
　温かい善意に心より感謝申し上げます。

東日本大震災義援金寄附者ご芳名

　◆義援金（敬称略）

平成23年3月11日～5月20日受付分【大崎市共同募金委員会】

㈱池月道の駅　　　　　様
㈱ロイズコンフェクト　様

【連絡先】 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 職員厚生課

職　　　種
勤　務　地

応 募 条 件
待　　　遇
年齢／性別
応　　　募

看護職員
•短期入所生活介護施設 楽々楽館（大崎市古川）
•特別養護老人ホーム 楽々楽館（大崎市古川）
•特別養護老人ホーム 敬風園（大崎市鹿島台）
•通所介護事業所（デイサービスセンター）
　（大崎市／古川・松山・鹿島台・岩出山・鳴子地域）
※なお、勤務地については相談により決定いたします。
看護師資格（看護師・准看護師）
当会給与規程に基づき決定いたします。
不　問
電話連絡の上、履歴書・資格証（写し）をご持参ください。

〒989-6154 宮城県大崎市古川三日町二丁目5-1
　　　　　　（大崎市古川保健福祉プラザ 3階）

◆
◆

◆
◆
◆
◆

福祉の職場で働きたい方を募集しています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

職員募集

☎ 0229-21-0550

　平成23年3月11日㈮午後2時46分に発生した大地震から2ヵ月半が過
ぎ、この震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上
げますとともに、被害を受けられた方々、ご家族の皆様方に心よりお見
舞い申し上げます。
　そして、人的協力、物資提供、義援金のご厚意、ボランティア活動協
力等、多大なるご尽力、ご支援、ご協力を賜りました関係各位に対し、
深く感謝申し上げます。
　本会においても、同日 午後2時50分に「大崎市社協災害対策本部」
を設置し、直ちに本会が運営する事業所における利用者の安全・安否
確認、被害状況調査等にあたりました。
　幸いにも、利用者・職員等の人的被害はありませんでしたが、物損被
害については、施設設備（主に給湯・空調関係）、外構、備品等の損
傷・損壊があったことと併せ、ライフラインが寸断されたことや電話等
の通信不能による情報不足、施設整備、車輛等に係る燃料不足によ
り、介護事業所等の一時休止を決定いたしました。その後、ライフライ
ンの復旧や利用者の受入れ体制の安全確保ができた段階の3月25日よ
り順次、事業を再開して参りました。
　同時に、甚大な被害をこうむった宮城県沿岸部の要介護者の受入れ
についても検討し、要介護者40名、高齢者50名計90名の受入れを確
認、宮城県に報告し、3月19日に東松島市から20名の要介護者を「特別
養護老人ホーム 敬風園」にて受入れを行い、現在も15名の方への支援
を継続しております。
　また、大崎市、行政当局との連携のもと、南三陸町から避難されて
きた方々に対する協力支援も行っているところであります。
　災害ボランティアセンターについては、翌日 3月12日に「大崎市災害
ボランティアセンター」を設置し、3月14日からボランティア受付を開始
いたしました。4月15日に閉所するまでの1ヶ月間に、ボランティア支援
要請ニーズ 618件に対し、 2,568名多数のボランティアの方々により、
被災家屋内の片付け、ガラス破片の撤去、救援物資の搬入・搬出、被
災家屋からゴミ集積所への運搬等への協力支援をいただきました。皆
様のご厚意に心から感謝申し上げま
す。
　そしてまた、4月4日より、石巻市社
会福祉協議会の災害ボランティアセン
ター運営協力支援のため、連日4名の
当会職員を派遣しており、宮城県社
会福祉協議会からの協力要請に対し
ても、災害ボランティアセンター運営
協力支援のため、岩沼市へ職員1名を
派遣しており、現在も支援継続中で
あります。
　一日も早い被災地の復旧・復興、そ
して、地域住民の皆様と共に日頃から
災害時に備え、誰もが安心して暮らせ
る地域づくりを目指して、今後も引き
続き、役職員一丸となって取り組んで
参りますので、地域の皆様、各関係機
関等の更なるご支援ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

 「東日本大震災」において被害に遭われました皆様方に心より
お見舞い申し上げます。
また、復旧・復興にご尽力いただいております関係各位に対し、
深く感謝申し上げます。

　昨年9月より新築工事を進めてま
いりました「特別養護老人ホーム 
楽々楽館」が、今年3月15日に竣工
し、東日本大震災の影響により1ヶ月
遅れましたが、平成23年4月28日㈭に
地元住民の皆様、関係機関、当会役
職員出席のもと、落成・開所式を開
催することができました。
　当館は、定員29名の小規模な介護
老人福祉入所施設です。食事・入浴、機能訓練等、日常生活上の支援
や介護サービスを提供し、全室個室の完全バリアフリー、家庭的な
雰囲気の中でお過ごしいただき、地域の皆さまとの交流を通して、皆
さまのよりどころとなる施設づくりを目指して参ります。
　より多くの皆様のご利用をお待ちしております。

■所在地　大崎市古川保柳字中江5番2号
■ＴＥＬ　0229-36-1201

特別養護老人ホーム 楽々楽館　開所
平 成 23 年 ５ 月 ２ 日 Ｏ Ｐ Ｅ Ｎ
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