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〔収　入〕 〔単位：千円〕

項　　目 金　　額
会費収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
その他の活動による収入
特別会計
収入計①

27,873
165,230
181,978
4,092
18,458

2,829,965
303,203

110
816

55,310
11,147

3,598,182

〔支　出〕 〔単位：千円〕

項　　目
法人運営事業
地域福祉事業
ボランティアセンター事業
福祉サービス利用援助事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
老人福祉センター事業
高齢者の生きがいと健康づくり事業
高齢者配食サービス事業
農村環境改善センター事業
大崎市古川障がい者地域活動支援センター事業
高齢者世話付住宅生活援助事業
介護福祉サービス事業
障がい福祉サービス事業
特別会計
支出計②

139,898
227,384

892
294

149,275
9,812
27,258
23,075
1,956
4,450
51,054
2,390

2,630,160
303,326
11,147

3,582,371

金　　額

〔収　入〕 〔単位：円〕

項　　目 金　　額
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障がい者福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等収入
その他の活動収入
特別会計
収入計①

27,912,500
7,152,105

177,035,116
181,940,849
4,155,371
16,799,390

2,741,755,428
290,928,407

105,634
3,018,350

0
35,790,340
1,021,784

3,487,615,274

〔支　出〕 〔単位：円〕

項　　目
法人運営事業
地域福祉事業
ボランティアセンター事業
福祉サービス利用援助事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
老人福祉センター事業
高齢者の生きがいと健康づくり事業
高齢者配食サービス事業
農村環境改善センター事業
大崎市古川障がい者地域活動支援センター事業
高齢者世話付住宅生活援助事業
介護福祉サービス事業
障がい福祉サービス事業
特別会計
支出計 ②

143,724,547
224,846,103

320,000
304,800

142,867,039
9,655,702
25,283,362
22,732,223
1,927,803
4,310,190
51,480,041
2,390,000

2,637,949,683
275,704,602

828,784
3,544,324,879

金　　額

令和２年度 予算概要

令和元年度 決算報告

1. 地域福祉事業の推進
2. 介護・福祉活動の拠点整備の充実・強化
3. 人材確保・育成・定着の推進強化並びに労務管理の徹底

令和２年度 基本目標
4. 社会福祉法人機能の強化及び経営管理機能の向上
5. 安全管理体制の強化及び危機管理機能の向上
6. 地域福祉活動計画に基づく各地域での地域福祉の推進

令和元年度 会費の使いみち と 令和2年度 会費納入のお願い
　当会の地域福祉事業は、地域の皆様からの会費で実
施させていただいています。令和元年度においては、左記
の図の通り、各種事業に皆様から頂いた会費を使用いた
しました。
　当会は、多くの市民の皆様が関わり、ご協力を頂きなが
ら、「住み慣れた地域で、誰もが安心して暮らし続けること
の出来る地域社会づくり」と「地域における自立した生活
を支援すること」を目標に事業を進めています。
　地域福祉を創り上げていくためには、住民の皆様一人
ひとりが様 な々場面を通じて参加することが大切です。
　会員会費は、市民の皆様が社会福祉に対して認識を深
め、ご理解していただくとともに、地域福祉活動を支えるた
めの事業資金及び活動財源を確保するために募集して
おります。趣旨や活動にご賛同いただき、ぜひ社協会員に
ご加入いただきますよう心よりお願い申し上げます。

小地域福祉活動
支援事業

広報誌発行事業

地域見守り
ネットワーク事業

調査・研究事業

地域福祉推進委員会

福祉教育推進事業

地域交流事業

社会福祉協力員
活動推進事業

高齢者福祉事業

子育て支援事業

ボランティア活動
推進事業

障がい者福祉事業

表彰事業

総合的な相談事業

職員研修事業

　地域住民が互いに支え合いながら交流し、自主的な福祉活動の推進を図ることを目的に、支部・地区社協、
サロン活動等の基盤を整備し、関係機関等の連携を図りながら地域活動を支援しています。   

　地域への社協情報、各地域福祉事業の周知や小地域福祉活動構築を目指し、「社協だより」、各地域の
「支所だより」等の発行を行っています。

　地域で安心して暮らすことができるよう、地域の福祉関係者の協力、支援のもと、要支援高齢者世帯等への
定期的な訪問活動、交流活動、生活支援活動、災害援助活動を行い、地域の見守りネットワーク構築の充実
強化を図っています。 

　地域福祉活動推進に関わる住民福祉ニーズの把握、ひとり暮らし高齢者、障がい者、要援護世帯等に対す
る安否確認事業等に関わるニーズ・実態把握等調査、研究をし、地域福祉事業に反映できるよう努めています。

　各地域内における総合的な福祉活動や福祉サービスの充実及び発展を図るため、各支所に地域福祉推
進委員会を設置しています。

　市民や学校を対象とした福祉体験学習の指導、支援を行ない、福祉に対する理解を深め、福祉意識の向
上を図ることを目的に事業を推進しています。

　地域において、高齢者・障がい者・児童等の交流活動（季節行事、レクリエーション、施設における地域交流
等）を通じて、地域あるいは世代を超えたコミュニケーションを図り、地域で生活する様 な々人に対する理解と親
睦を深められるよう実施しています。

　各支所管内における地域に密着した社会福祉事業の推進と住民福祉の向上を図るため、各地域の方々
に社会福祉協力員としてご協力を頂いています。

　１００歳を迎えられた高齢者の方への記念品等の贈呈や、高齢者の活発な社会参加にご尽力されている
大崎市老人クラブ連合会等への助成を行っています。

　将来を担う子供達の成長を願い、絵本や図書カードを贈呈したり、子育て中の親子を対象に、子育てにおけ
る不安や悩みなどの相談や仲間作り等の、地域とのつながりを推進すること目的とした事業を行っています。  

　ボランティア活動の活性化を図るため、大崎市ボランティア連絡協議会等のボランティア団体への助成や、
ボランティアセンター事業の適切な運営を目指した研修会を実施しています。    

　大崎市障がい者福祉協会主催の障がい者スポーツ大会への支援や、志田地域障がい者交流事業の実
施等、障がい者の方が互いの知識、経験、価値観等の共有が行え、交流を深めるられことを図っています。  

　本市の社会福祉発展にご尽力された方々や、社会福祉向上及び社会福祉事業に功績のあった団体及び
個人に対し、敬意と感謝の意を表するとともにその功績を称えるために表彰を行っています。   

　各事業所等において、専門的知識・技術の修得及び共有・伝達を目的とした各種研修会を実施し、業務改
善、サービスの向上を目指した人材育成を図っています。      

　近年の社会福祉情勢を鑑み、緊急性、必要性が高まってきている機能であることから、総合的な相談窓口
の充実を目指し、地域包括支援センターを中心とした相談・援助活動の体制整備に努めています。  
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◎古川支所
・古川ボランティア連絡会様
・古川ライオネスクラブ様
・㈱エフワーク様
・匿　名
・匿　名
・匿　名
・㈱サン・ベンディング東北様、
　大和ハウス工業㈱東北工場様
・匿　名
◎松山支所
・入野田　孝子様
・匿　名
・青木　初子様
◎三本木支所
・髙橋　弘様
◎鹿島台支所
・大友　征志様
◎岩出山支所
・岩出山小学校　西地区子供会様
・仙台銀行 岩出山千成会会長 三浦　榮太郎様
・えんとつ町のプペルVR
　in岩出山プロジェクト代表 神田　雄一様
・匿　名
◎鳴子支所
・大場　光雄様
・大崎市立鬼首小学校令和元年度
　第5.6学年一同様
・匿　名
◎田尻支所
・日本キリスト教団田尻教会様　
・小笠原　洋志様
・ＪＡ新みやぎ田尻支店様
◎敬風園
・伊藤　一美様
・石田　一夫様
・二瓶　栄毅様
・匿　名
・大友　征志様

◎本　所
・匿　名…………………………………
・匿　名…………………
・（公社）大崎法人会女性部会様

・古川地域婦人団体連絡協議会様
（志田婦人会・西古川婦人会・東大崎婦人会・
　富永婦人会・長岡婦人会・宮沢婦人会）

30,000円
200,000円
500,000円
100,000円
5,908円
50,000円
6,274円

10,000円

15,000円
20,000円
10,000円

30,000円

30,000円

73,851円

5,000円
30,000円

10,000円

3,504円
10,000円

10,000円
20,000円
27,128円

100,000円
30,000円
200,000円
4,000円
20,000円

介護用品一式
消臭・除菌スプレー（14,400本）

…バスタオル（2枚）、タオル（201枚）、おしぼり（6枚）、豆しぼり（1枚）

…………………………………………タオル（400枚）

紙おむつ（1袋）、尿とりパッド（3袋）
タオル（50枚）、おむつ（20枚）

アクリルタワシ（12個）
プルタブ（約10㎏）、タオル（300枚）

……………………………雑巾（147枚）
タオル（65枚）、バスタオル（8枚）

鉢植え各種（１９個）
タオル各種（50枚）、おむつ（7袋）

フェイスタオル（50枚）
シーツ（12枚）、バスタオル（5枚）

マスク（32枚）
手作りマスク（228枚）
手作りマスク（105枚）

布類各種
マスク（65枚）

紙おむつ（1袋）、尿とりパット（3袋）

………電動簡易ベッド（1台）、オーバーテーブル（1台）
牛肉（10㎏）

…クッキングペーパー（10箱）、洗濯洗剤（10本）、食器洗剤（10本）

…マスク2箱（50枚入）、お茶（3袋）、トイレットペーパー（2袋）
手作りマスク（60枚）

フェイスガーゼ5箱（100枚入）
タオル（400枚）

……………………尿とりパッド（2袋）
……布マスク（14枚）、使い捨てマスク1箱（50枚入）、

手作りマスク（5枚）

雑巾・タオル（50枚）
布製マスク（手作り）（100枚）

…………………………手作りマスク（100枚）

味噌（5㎏）料理酒
雑巾（45枚）
雑巾（40枚）

………テレビ（１台）、ファンヒーター（２台）、テレビ台（１台）
布雑巾

精米1袋（30㎏）
手作りマスク（18枚）

………手作りマスク（50枚）、手作りパッチワーク（3枚）
花束（4束）、マスク（500枚）

紙おむつ（5袋）

あたたかい善意、ありがとうございました。社会福祉寄附者ご芳名
令和2年1月1日～令和2年6月30日受付分

◆寄付金（順不同）

◆物品寄附（順不同）

◎古川支所
・阿部　健一様…………
・匿　名………………………
・南條　勇様……………………………
・古川ライオネスクラブ様…
・大崎市立古川第5小学校令和元年度卒業生一同様

・匿　名……………………
・花秀様………………………………
・黒澤　由美様……………
・千坂　茂代様………………………
・匿　名……………………
・匿　名………………………………………
・佐々木　よしゑ様…………………
・匿　名………………………………
・天満　カツ子様…………………………………
・きくち鍼灸整骨院様………………………
・匿　名…………………
・大久保　得太郎様

・JA古川 代表理事 組合長　佐々木　稔様…
・大崎市社会福祉協議会　荒雄支部様

・中野　供子様

・西古川駅前老人会様…………………
・美容室 Clara 鈴木　いづみ様…
・匿　名………………………………………
・古川ウイングス様
・匿　名

◎松山支所
・松山老人クラブ連合会　女性部様…
・大崎市松山婦人会様………
・大崎市松山ボランティア活動連絡協議会様

◎三本木支所
・匿　名…………………………………
・石川　道子様…………………………………
・鈴木　かつ子様………………………………
◎鹿島台支所
・遠藤　重次様

・安部　のり子様……………………………………
・佐々木　正彦様…………………………
・藤岡　千枝子様………………………
・遠山　敦子様

・㈱フローラ平山 平山　忠則様…
・匿　名………………………………………

・大柳　礼子様…………………………
・匿　名…………………………………………………
◎岩出山支所
・退職公務員連盟玉造支部 会長 遠澤　啓子様…
・匿　名……………………………………………………
・森谷　良子様…………………………
・阿部　トシ子様………………………
・㈲石野商店様……………………………
◎鳴子支所
・髙橋　光昭様……………………………………………
・軍沢、寒湯地区ボランティア
　代表　渡辺　智恵子様……………………………
・大山　厚昭様……………………………………
・湯あみの宿ぬまくら　沼倉　浩章様

・松岡　憲治様………………………………
・遊佐　桃花様…………………………………
・匿　名……………………………………………
・髙橋　見智様………………………………
◎田尻支所
・大崎市田尻地区民生児童委員協議会　
　会長　髙橋　正様…………………………
・ユーキオート　結城　一男様…………………
・髙橋　朝生様………………………………………
・㈱江村工務店　代表取締役　江村　克志様…
・佐々木　菊枝様……………………
・匿　名……………………………………………
◎敬風園
・落合　敏明様

・匿　名…………………………………………
・髙橋　永郎様……………………………………………
・千葉　真喜子様…………………………………………
・高橋　一正様…………………………………
・笠原　兵治様…………………………………
・小野　仲子様………………………………………
・匿　名………………………………………………
・大内　信夫様…………………………………
・安積　幹雄様………………………………………
・トヨタ自動車東日本㈱様

・トヨタ自動車東日本㈱大和工場様

・千葉　辰三様……………………………………
・匿　名………………………………………………
・匿　名…………
・佐藤　皓一様………………………………………
・児玉　麻貴子様…
・匿　名………………………………………………………

サージカルマスク（300枚）
紙オムツ

タオル（55枚）
プルタブ

布製手作りマスク（15枚）
布製手作りマスク（20枚）

マミー（120本）

テレビ台

雑巾（80枚）
シャワーチェアー

……………肌着（10袋）、シーツ（4枚）、靴下（2足）
除菌・消毒液（2本）
布製マスク（100枚）
布マスク（10枚）

手作りマスク（50枚）

ウエス（500枚）・新聞
除菌・消毒液
タオル（64本）
マスク（500枚）

粘土製フラワーリース（2点）
タオル（250枚）

………アイソトニックゼリー、おしりふき（14個）、せり（1束）、
ほうれん草（1㎏）、わらび（1.2㎏）、たけのこ（17本）

カレンダー（一式）
自叙伝
臼・杵

車イス用バッテリー
ほうけん草（24㎏）
おむつ（30枚）
マスク（25枚）

たけのこ（100㎏）
マスク（50枚）

…手作りマスク（43枚）・クッキングペーパー（1袋）、マスク（193枚）
・ガーゼマスク（5枚）

…………………手作りマスク（83枚）、マスク（21枚）
マスク（1,530枚）
マスク（40枚）

マスク（2箱）・ハンドジェル（2本）・協力除菌（2本）
タオル（11枚）

オムツ（149枚）・パット（323枚）・おしりふき（2個）
花苗

（
公
社
）

大
崎
法
人
会
女
性
部
　
様

古
川
地
域
婦
人
団
体

連
絡
協
議
会
　
様

Ｊ
Ａ
古
川
　
代
表
理
事 

組
合
長

佐
々
木
　
稔
　
様

古
川
ラ
イ
オ
ネ
ス
ク
ラ
ブ
　
様

佐
々
木
　
菊
枝
　
様

退
職
公
務
員
連
盟
玉
造
支
部 

会
長

遠
澤
　
啓
子
　
様
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◎古川支所
・古川ボランティア連絡会様
・古川ライオネスクラブ様
・㈱エフワーク様
・匿　名
・匿　名
・匿　名
・㈱サン・ベンディング東北様、
　大和ハウス工業㈱東北工場様
・匿　名
◎松山支所
・入野田　孝子様
・匿　名
・青木　初子様
◎三本木支所
・髙橋　弘様
◎鹿島台支所
・大友　征志様
◎岩出山支所
・岩出山小学校　西地区子供会様
・仙台銀行 岩出山千成会会長 三浦　榮太郎様
・えんとつ町のプペルVR
　in岩出山プロジェクト代表 神田　雄一様
・匿　名
◎鳴子支所
・大場　光雄様
・大崎市立鬼首小学校令和元年度
　第5.6学年一同様
・匿　名
◎田尻支所
・日本キリスト教団田尻教会様　
・小笠原　洋志様
・ＪＡ新みやぎ田尻支店様
◎敬風園
・伊藤　一美様
・石田　一夫様
・二瓶　栄毅様
・匿　名
・大友　征志様

◎本　所
・匿　名…………………………………
・匿　名…………………
・（公社）大崎法人会女性部会様

・古川地域婦人団体連絡協議会様
（志田婦人会・西古川婦人会・東大崎婦人会・
　富永婦人会・長岡婦人会・宮沢婦人会）

30,000円
200,000円
500,000円
100,000円
5,908円
50,000円
6,274円

10,000円

15,000円
20,000円
10,000円

30,000円

30,000円

73,851円

5,000円
30,000円

10,000円

3,504円
10,000円

10,000円
20,000円
27,128円

100,000円
30,000円
200,000円
4,000円
20,000円

介護用品一式
消臭・除菌スプレー（14,400本）

…バスタオル（2枚）、タオル（201枚）、おしぼり（6枚）、豆しぼり（1枚）

…………………………………………タオル（400枚）

紙おむつ（1袋）、尿とりパッド（3袋）
タオル（50枚）、おむつ（20枚）

アクリルタワシ（12個）
プルタブ（約10㎏）、タオル（300枚）

……………………………雑巾（147枚）
タオル（65枚）、バスタオル（8枚）

鉢植え各種（１９個）
タオル各種（50枚）、おむつ（7袋）

フェイスタオル（50枚）
シーツ（12枚）、バスタオル（5枚）

マスク（32枚）
手作りマスク（228枚）
手作りマスク（105枚）

布類各種
マスク（65枚）

紙おむつ（1袋）、尿とりパット（3袋）

………電動簡易ベッド（1台）、オーバーテーブル（1台）
牛肉（10㎏）

…クッキングペーパー（10箱）、洗濯洗剤（10本）、食器洗剤（10本）

…マスク2箱（50枚入）、お茶（3袋）、トイレットペーパー（2袋）
手作りマスク（60枚）

フェイスガーゼ5箱（100枚入）
タオル（400枚）

……………………尿とりパッド（2袋）
……布マスク（14枚）、使い捨てマスク1箱（50枚入）、

手作りマスク（5枚）

雑巾・タオル（50枚）
布製マスク（手作り）（100枚）

…………………………手作りマスク（100枚）

味噌（5㎏）料理酒
雑巾（45枚）
雑巾（40枚）

………テレビ（１台）、ファンヒーター（２台）、テレビ台（１台）
布雑巾

精米1袋（30㎏）
手作りマスク（18枚）

………手作りマスク（50枚）、手作りパッチワーク（3枚）
花束（4束）、マスク（500枚）

紙おむつ（5袋）

あたたかい善意、ありがとうございました。社会福祉寄附者ご芳名
令和2年1月1日～令和2年6月30日受付分

◆寄付金（順不同）

◆物品寄附（順不同）

◎古川支所
・阿部　健一様…………
・匿　名………………………
・南條　勇様……………………………
・古川ライオネスクラブ様…
・大崎市立古川第5小学校令和元年度卒業生一同様

・匿　名……………………
・花秀様………………………………
・黒澤　由美様……………
・千坂　茂代様………………………
・匿　名……………………
・匿　名………………………………………
・佐々木　よしゑ様…………………
・匿　名………………………………
・天満　カツ子様…………………………………
・きくち鍼灸整骨院様………………………
・匿　名…………………
・大久保　得太郎様

・JA古川 代表理事 組合長　佐々木　稔様…
・大崎市社会福祉協議会　荒雄支部様

・中野　供子様

・西古川駅前老人会様…………………
・美容室 Clara 鈴木　いづみ様…
・匿　名………………………………………
・古川ウイングス様
・匿　名

◎松山支所
・松山老人クラブ連合会　女性部様…
・大崎市松山婦人会様………
・大崎市松山ボランティア活動連絡協議会様

◎三本木支所
・匿　名…………………………………
・石川　道子様…………………………………
・鈴木　かつ子様………………………………
◎鹿島台支所
・遠藤　重次様

・安部　のり子様……………………………………
・佐々木　正彦様…………………………
・藤岡　千枝子様………………………
・遠山　敦子様

・㈱フローラ平山 平山　忠則様…
・匿　名………………………………………

・大柳　礼子様…………………………
・匿　名…………………………………………………
◎岩出山支所
・退職公務員連盟玉造支部 会長 遠澤　啓子様…
・匿　名……………………………………………………
・森谷　良子様…………………………
・阿部　トシ子様………………………
・㈲石野商店様……………………………
◎鳴子支所
・髙橋　光昭様……………………………………………
・軍沢、寒湯地区ボランティア
　代表　渡辺　智恵子様……………………………
・大山　厚昭様……………………………………
・湯あみの宿ぬまくら　沼倉　浩章様

・松岡　憲治様………………………………
・遊佐　桃花様…………………………………
・匿　名……………………………………………
・髙橋　見智様………………………………
◎田尻支所
・大崎市田尻地区民生児童委員協議会　
　会長　髙橋　正様…………………………
・ユーキオート　結城　一男様…………………
・髙橋　朝生様………………………………………
・㈱江村工務店　代表取締役　江村　克志様…
・佐々木　菊枝様……………………
・匿　名……………………………………………
◎敬風園
・落合　敏明様

・匿　名…………………………………………
・髙橋　永郎様……………………………………………
・千葉　真喜子様…………………………………………
・高橋　一正様…………………………………
・笠原　兵治様…………………………………
・小野　仲子様………………………………………
・匿　名………………………………………………
・大内　信夫様…………………………………
・安積　幹雄様………………………………………
・トヨタ自動車東日本㈱様

・トヨタ自動車東日本㈱大和工場様

・千葉　辰三様……………………………………
・匿　名………………………………………………
・匿　名…………
・佐藤　皓一様………………………………………
・児玉　麻貴子様…
・匿　名………………………………………………………

サージカルマスク（300枚）
紙オムツ

タオル（55枚）
プルタブ

布製手作りマスク（15枚）
布製手作りマスク（20枚）

マミー（120本）

テレビ台

雑巾（80枚）
シャワーチェアー

……………肌着（10袋）、シーツ（4枚）、靴下（2足）
除菌・消毒液（2本）
布製マスク（100枚）
布マスク（10枚）

手作りマスク（50枚）

ウエス（500枚）・新聞
除菌・消毒液
タオル（64本）
マスク（500枚）

粘土製フラワーリース（2点）
タオル（250枚）

………アイソトニックゼリー、おしりふき（14個）、せり（1束）、
ほうれん草（1㎏）、わらび（1.2㎏）、たけのこ（17本）

カレンダー（一式）
自叙伝
臼・杵

車イス用バッテリー
ほうけん草（24㎏）
おむつ（30枚）
マスク（25枚）

たけのこ（100㎏）
マスク（50枚）

…手作りマスク（43枚）・クッキングペーパー（1袋）、マスク（193枚）
・ガーゼマスク（5枚）

…………………手作りマスク（83枚）、マスク（21枚）
マスク（1,530枚）
マスク（40枚）

マスク（2箱）・ハンドジェル（2本）・協力除菌（2本）
タオル（11枚）

オムツ（149枚）・パット（323枚）・おしりふき（2個）
花苗

（
公
社
）

大
崎
法
人
会
女
性
部
　
様

古
川
地
域
婦
人
団
体

連
絡
協
議
会
　
様

Ｊ
Ａ
古
川
　
代
表
理
事 

組
合
長

佐
々
木
　
稔
　
様

古
川
ラ
イ
オ
ネ
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ク
ラ
ブ
　
様

佐
々
木
　
菊
枝
　
様

退
職
公
務
員
連
盟
玉
造
支
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会
長

遠
澤
　
啓
子
　
様
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◎本　所
【3万円】
・本田　民夫様

◎古川支所
【1万円】
・平和不動産サービス㈱様
・青沼　きく江様
【5千円】
・ツクイ古川様
【3千円】
・NPO法人輝らら会様

◎松山支所
【1千円】
・細川　みどり様

◎三本木支所
【5千円】
・三本木地域老人クラブ連合会様

◎鹿島台支所
【1万円】
・㈲沼田タタミ工業様
・㈱仙北商会様
・割烹土井様
・㈲マサミコーポレーション様
・㈲関根建築工房様
・木村真吾事務所様
・二瓶電工㈱様
・㈲鹿島台葬祭様
・㈲小茄子川板金塗装工業様
・㈱いちのつぼ様
・㈱小山商会様
・東北浅野防災設備㈱様
・㈲三浦造園様
・太平ビルサービス㈱様
・㈱鹿島台タクシー様
・㈱東日本様

特別会員へのご加入ご協力ありがとうございました
令和2年1月1日～6月30日受付分

◆特別会費（順不同）
・たいわんや本店様
・シダ電工㈱様
・㈲吉村米治商店様
【5千円】
・協業組合アクアネット様
・㈱小畑商店様
・船越山　酬恩寺様
・Aコープかしまだい店様
・東通インテグレート㈱様
・坂本会館様
・㈲千葉工務店様
・㈱鈴掛石油様
・㈲尾梶会館様
【3千円】
・㈲根廻製工様
・大友電気様
・柳川商店様
・ホーミーハギカワ様
・櫻下開花亭様
【1千円】
・㈱環境改善計画様
・髙貞様
・渡辺外科・胃腸科医院様
・行政書士大町順孝事務所様

◎鳴子支所
【2万円】
・祥雲寺様
【1万円】
・鳴子観光ホテル様
・鳴子ホテルマネジメント様
・髙橋歯科クリニック様
・木幡　光彰様
・髙橋　勇次郎様
・遊佐クリニック様
・宝照寺様
・セブンイレブン鳴子末沢店様
・鳴子ホンダモーター様
・阿部歯科医院様

・中鉢葬儀社様
【5千円】
・菅原　和平様
・鳴子芸奴組合様
・㈱大崎商店様
・旅館ゆさ様
・髙橋新聞店様
・今野石油様
・川渡郵便局様
・塚田自動車様
・鳴子調剤薬局様
・洞川院様
・高友旅館様
【3千円】
・ふろーら様
・餅処深瀬様
・大場　喜八郎様
・東多賀の湯様
・遊佐　武俊様
・民宿旅館二宮荘様
・髙橋　剛様
・遠藤油店様
・㈱ナルコモガミモータース様
【2千円】
・肉の柴崎様
・旅館すがわら様
・匿　名
・なかやま山荘様
・髙橋食品ストアー様
・鳴子パールホテル様
・弁天閣様
・ホテル亀屋様
・鳴子旅館様
・ホテルニューあらお様
【1千円】
・スマイルフィールド様
・菊地商店様
・匿　名
・鳴子郵便局様

ふるさとサポート会員へのご加入ご協力ありがとうございました

◆ふるさとサポート会員会費（順不同）

【1万円】
・セルコホーム㈱様

【5千円】
・日本カーソリューションズ㈱様

理事・福祉サービスに関する苦情解決第三者委員紹介

小野　正子（古　川）　　万城目牧子（古　川）　　大場まき子（古　川）　　佐々木菊枝（古　川）
中村　和男（松　山）　　板橋　敏晴（松　山）　　木村　淳子（三本木）　　熊谷　幸男（三本木）
村上　隆藏（鹿島台）　　佐藤　敬子（鹿島台）　　多田　裕子（岩出山）　　中森　成信（岩出山）
芳賀　六郎（鳴　子）　　遊佐　雄一（鳴　子）　　松浦美和子（田　尻）　　門間富貴子（田　尻）

日野　誠慈　　　　　　　　　佐藤　俊夫

【理　事】 ２名

【福祉サービスに関する苦情解決第三者委員】 16名

令和2年1月1日～6月30日受付分

新しくご就任していただいた理事・福祉サービスに関する苦情解決第三者委員の方 を々ご紹介致します。（敬称略・順不同）

古川支所　古川西部デイサービスセンターのご紹介♪♪
　古川西部デイサービスセンターでは、昨年にフロアの床とお風呂を
全面リニューアルをしています。
　今年はフロアの電気をLEDライトに交換し、明るく快適なフロアに
なりました。お風呂には、利用者の方に銭湯気分を味わってもらうた
め、大きな富士山を貼り、利用者の方からは｢とってもいがす～｣と声
を聞くことができました。楽しい古川西部デイサービスセンターです
ので、是非お越しください！！

古川西部デイサービスセンター
〒989-6213 大崎市古川保柳字中江1-8
　　　　　　　　　　　　　   （ふるかわ西部福祉センター内）

Tel 0229-26-4400／Fax 0229-26-4402

新設！！ 玉造ヘルパーステーション開所☆
　このたび令和２年４月１日より「鳴子ヘルパーステーション」において、「玉造ヘルパーステーション」へと事
業所名称を変更し、運営体制を下記のとおり変更することとなりましたのでお知らせいたします。併せて、今
回の運営体制の変更に伴い、「岩出山あったか村ヘルパーステーション」については、令和２年３月３１日を以
て、事業所登録を廃止とさせていただきました。これまでのご利用ご厚情に対しまして深く御礼を申し上げ
ます。
　尚、岩出山地域のサービス提供については玉造ヘルパーステーションとして、大崎市鳴子温泉地域ととも
に、これまで通りにご利用者様へのサービス提供に努めてまいりますことを申し添えさせていただきます。
今後とも引き続き、本会事業にご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

玉造ヘルパーステーション
〒989-6801 大崎市鳴子温泉字末沢1（大崎市鳴子保健医療福祉総合センター内）
Tel 0229-83-2870／Fax 0229-83-2872（岩出山サテライト Tel 0229-73-4530）
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◎本　所
【3万円】
・本田　民夫様

◎古川支所
【1万円】
・平和不動産サービス㈱様
・青沼　きく江様
【5千円】
・ツクイ古川様
【3千円】
・NPO法人輝らら会様

◎松山支所
【1千円】
・細川　みどり様

◎三本木支所
【5千円】
・三本木地域老人クラブ連合会様

◎鹿島台支所
【1万円】
・㈲沼田タタミ工業様
・㈱仙北商会様
・割烹土井様
・㈲マサミコーポレーション様
・㈲関根建築工房様
・木村真吾事務所様
・二瓶電工㈱様
・㈲鹿島台葬祭様
・㈲小茄子川板金塗装工業様
・㈱いちのつぼ様
・㈱小山商会様
・東北浅野防災設備㈱様
・㈲三浦造園様
・太平ビルサービス㈱様
・㈱鹿島台タクシー様
・㈱東日本様

特別会員へのご加入ご協力ありがとうございました
令和2年1月1日～6月30日受付分

◆特別会費（順不同）
・たいわんや本店様
・シダ電工㈱様
・㈲吉村米治商店様
【5千円】
・協業組合アクアネット様
・㈱小畑商店様
・船越山　酬恩寺様
・Aコープかしまだい店様
・東通インテグレート㈱様
・坂本会館様
・㈲千葉工務店様
・㈱鈴掛石油様
・㈲尾梶会館様
【3千円】
・㈲根廻製工様
・大友電気様
・柳川商店様
・ホーミーハギカワ様
・櫻下開花亭様
【1千円】
・㈱環境改善計画様
・髙貞様
・渡辺外科・胃腸科医院様
・行政書士大町順孝事務所様

◎鳴子支所
【2万円】
・祥雲寺様
【1万円】
・鳴子観光ホテル様
・鳴子ホテルマネジメント様
・髙橋歯科クリニック様
・木幡　光彰様
・髙橋　勇次郎様
・遊佐クリニック様
・宝照寺様
・セブンイレブン鳴子末沢店様
・鳴子ホンダモーター様
・阿部歯科医院様

・中鉢葬儀社様
【5千円】
・菅原　和平様
・鳴子芸奴組合様
・㈱大崎商店様
・旅館ゆさ様
・髙橋新聞店様
・今野石油様
・川渡郵便局様
・塚田自動車様
・鳴子調剤薬局様
・洞川院様
・高友旅館様
【3千円】
・ふろーら様
・餅処深瀬様
・大場　喜八郎様
・東多賀の湯様
・遊佐　武俊様
・民宿旅館二宮荘様
・髙橋　剛様
・遠藤油店様
・㈱ナルコモガミモータース様
【2千円】
・肉の柴崎様
・旅館すがわら様
・匿　名
・なかやま山荘様
・髙橋食品ストアー様
・鳴子パールホテル様
・弁天閣様
・ホテル亀屋様
・鳴子旅館様
・ホテルニューあらお様
【1千円】
・スマイルフィールド様
・菊地商店様
・匿　名
・鳴子郵便局様

ふるさとサポート会員へのご加入ご協力ありがとうございました

◆ふるさとサポート会員会費（順不同）

【1万円】
・セルコホーム㈱様

【5千円】
・日本カーソリューションズ㈱様

理事・福祉サービスに関する苦情解決第三者委員紹介

小野　正子（古　川）　　万城目牧子（古　川）　　大場まき子（古　川）　　佐々木菊枝（古　川）
中村　和男（松　山）　　板橋　敏晴（松　山）　　木村　淳子（三本木）　　熊谷　幸男（三本木）
村上　隆藏（鹿島台）　　佐藤　敬子（鹿島台）　　多田　裕子（岩出山）　　中森　成信（岩出山）
芳賀　六郎（鳴　子）　　遊佐　雄一（鳴　子）　　松浦美和子（田　尻）　　門間富貴子（田　尻）

日野　誠慈　　　　　　　　　佐藤　俊夫

【理　事】 ２名

【福祉サービスに関する苦情解決第三者委員】 16名

令和2年1月1日～6月30日受付分

新しくご就任していただいた理事・福祉サービスに関する苦情解決第三者委員の方 を々ご紹介致します。（敬称略・順不同）

古川支所　古川西部デイサービスセンターのご紹介♪♪
　古川西部デイサービスセンターでは、昨年にフロアの床とお風呂を
全面リニューアルをしています。
　今年はフロアの電気をLEDライトに交換し、明るく快適なフロアに
なりました。お風呂には、利用者の方に銭湯気分を味わってもらうた
め、大きな富士山を貼り、利用者の方からは｢とってもいがす～｣と声
を聞くことができました。楽しい古川西部デイサービスセンターです
ので、是非お越しください！！

古川西部デイサービスセンター
〒989-6213 大崎市古川保柳字中江1-8
　　　　　　　　　　　　　   （ふるかわ西部福祉センター内）

Tel 0229-26-4400／Fax 0229-26-4402

新設！！ 玉造ヘルパーステーション開所☆
　このたび令和２年４月１日より「鳴子ヘルパーステーション」において、「玉造ヘルパーステーション」へと事
業所名称を変更し、運営体制を下記のとおり変更することとなりましたのでお知らせいたします。併せて、今
回の運営体制の変更に伴い、「岩出山あったか村ヘルパーステーション」については、令和２年３月３１日を以
て、事業所登録を廃止とさせていただきました。これまでのご利用ご厚情に対しまして深く御礼を申し上げ
ます。
　尚、岩出山地域のサービス提供については玉造ヘルパーステーションとして、大崎市鳴子温泉地域ととも
に、これまで通りにご利用者様へのサービス提供に努めてまいりますことを申し添えさせていただきます。
今後とも引き続き、本会事業にご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

玉造ヘルパーステーション
〒989-6801 大崎市鳴子温泉字末沢1（大崎市鳴子保健医療福祉総合センター内）
Tel 0229-83-2870／Fax 0229-83-2872（岩出山サテライト Tel 0229-73-4530）
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オニコウベデイサービスセンター
０２２９（８６）２７２７
大崎市鳴子温泉字宮沢53番地1
鳴子支所
０２２９（８３）２８７０
鳴子居宅介護支援事業所
０２２９（８２）３５７８
玉造ヘルパーステーション
０２２９（８３）２８７０
鳴子デイサービスセンター
０２２９（８２）３０１２
大崎市鳴子温泉字末沢1番地
(鳴子保健医療福祉総合センター)
岩出山支所
０２２９（７２）５０５０
玉造地域包括支援センター
０２２９（７２）４８８８
岩出山あったか村居宅介護支援事業所
０２２９（７２）４８６５
岩出山あったか村デイサービスセンター
０２２９（７２）５０５１
大崎市岩出山字下川原町100番地8
(大崎市岩出山地域福祉センター)
本所
０２２９（２１）０５５０
古川支所
０２２９（２３）７４００
古川中央デイサービスセンター
０２２９（２４）５１６１
大崎市古川三日町二丁目5番1号
(大崎市古川保健福祉プラザ)
大崎市古川障害者地域活動支援センター
あしたの広場
０２２９（２５）３１７１
大崎市古川障害者地域活動支援センター
ふれあい広場
０２２９（２１）７４００
大崎市古川障害者地域活動支援センター
ひだまり
０２２９（２４）６７７０
大崎市古川北町5丁目1番5号
古川西部居宅介護支援事業所
０２２９（２６）４４０１
古川西部デイサービスセンター
０２２９（２６）４４００
大崎市古川保柳字中江1番8号
特別養護老人ホーム楽々楽館
０２２９（３６）１１１５
大崎市古川保柳字中江5番2号
古川ヘルパーステーション
古川訪問入浴サービス
０２２９（９１）８２１５
古川中央居宅介護支援事業所
０２２９（９１）８１８１
大崎市古川北稲葉二丁目2番10号

古川地域包括支援センター

０２２９（８７）３１１３

古川大宮居宅介護支援事業所

０２２９（２１）３１０７

古川大宮デイサービスセンター

０２２９（２１）３１０５

古川福寿館デイサービスセンター

（地域密着型認知症対応）

０２２９（２１）３１０６

大崎市古川大宮7丁目2番3号

(福祉センターおおみや) 

古川南デイサービスセンター

０２２９（２１）１２０１

大崎市古川小稲葉町8番20号

シルバーハウジング(高齢者世話付住宅)

０２２９（２４）９３８５

大崎市古川旭三丁目1番13号
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松山支所
０２２９（５５）４５４６
松山居宅介護支援事業所
０２２９（２５）５０８１
松山ヘルパーステーション
松山デイサービスセンター
０２２９（５５）４５４６
大崎市松山千石字広田11番地
(大崎市松山保健福祉センターさんさん館)
三本木支所
０２２９（５２）２９２９
三本木居宅介護支援事業所
０２２９（５２）５５３５
大崎市三本木字大豆坂24番3号
(大崎市三本木保健福祉センター)
鹿島台支所
０２２９（５６）９４２０
特別養護老人ホーム 敬風園
０２２９（５６）９４００　　
鹿島台デイサービスセンター
ゆうゆう館
０２２９（５６）９４１３
鹿島台居宅介護支援事業所
０２２９（５６）９４４４
大崎市鹿島台平渡字上敷19番地7号
鹿島台ヘルパーステーション
０２２９（５６）６５５１
鹿島台大迫デイサービスセンター
０２２９（５７）１２２３
大崎東部相談支援事業所
生活介護事業所「元気」
短期入所事業所「元気」
共同生活事業所ケアホームあじさい
(古川２ヶ所・鹿島台６ヶ所)
０２２９（５６）９４１８
大崎市鹿島台大迫字石竹81番24号
(鹿島台大迫福祉センター)
認知症グループホーム和楽路
０２２９（５７）１５２５
大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎7番1号
田尻支所
０２２９（３９）１２３６
田尻デイサービスセンター
０２２９（３９）３０９０
田尻居宅介護支援事業所
０２２９（３８）１２１６
田尻ヘルパーステーション
０２２９（３９）１２５５
田尻地域包括支援センター
０２２９（３９）３６０１
大崎市田尻沼部字富岡浦29番地
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事  業  所         マ ッ プ （令和2年4月1日現在）
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岩出山あったか村デイサービスセンター
０２２９（７２）５０５１
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　古川支所では、古川地域のお茶っこ会、自治会、子供会な
どで活用していただけるように、福祉用具貸出事業として、
レクリエーション用品の貸出を行います。たくさんの方に活
用していただけるよう、様々なレク用品を用意しております
ので、貸出をご希望される方は、下記の連絡先までご連絡
ください。

『レクリエーション用品』貸出のご案内『レクリエーション用品』貸出のご案内

古川支所
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内2階） ☎23-7400

お問合せ

古　川
松山デイサービスセンターでの

レク活動紹介・待望のカラオケ機器導入！
松山デイサービスセンターでの

レク活動紹介・待望のカラオケ機器導入！

松山支所
松山千石字広田11 ☎55-4546

お問合せ

鳴子支所
鳴子温泉字末沢1 ☎83-2870／Fax 83-2872

お問合せ

松　山

鳴　子
「クラブ活動」「クラブ活動」

特別養護老人ホーム 敬風園
鹿島台平渡字上敷19-7 ☎56-9400

お問合せ

敬 風 園

社協NEWS社協NEWS 社協NEWS社協NEWS

　新型コロナウイルス感染予防の為、ボランティア活動やク
ラブ活動が中止になり大変残念ですが、ご利用者の生活が、
少しでも楽しく有意義なものになるよう、職員でできること
を日々心がけて取り組んでおります。
　ご利用者の皆さんの笑顔を励みに、職員一同頑張って参
ります。

ご案内 報　告

報　告報　告

　6/25㈭、地域内のひとり暮らし高齢者のかたの見守活
動を目的として「絵手紙」による暑中 お見舞の作成を行い
ました。作成は、「田尻絵手紙の会さくら」と「田尻ボラン
ティア友の会」の皆さまにご協力いただきました。完成した
絵手紙は、7月上旬に、ひとり暮らし高齢者のつどい事業
「ふれあい食事会」の登録者約70名に送付しています。絵
手紙には、「夏バテに気をつけてお過ごしください」など言
葉が添えられていました。     

ひとり暮らし高齢者に絵手紙を制作ひとり暮らし高齢者に絵手紙を制作

田尻支所
田尻沼部字富岡浦29 ☎39-1236

お問合せ

田　尻 報　告

『ひとり暮らし高齢者のつどい事業』
訪問型への変更開催について

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今年度は交流事業
を中止とし、訪問型見守り事業に変更する事となりました。
　鳴子地区民生委員のご協力を頂き、社協職員と同行の
上、８月よりひとり暮らし世帯を戸別訪問し、熱中症予防、
感染症予防用品等を配布しながら見守り安否確認を実施
致します。
　尚、「ひとり暮らし高齢者のつどい事業」の交流会型式で
の開催は、今後以降廃止となります事をお知らせ致します。

　松山デイではレク活動の一環で創作活動を行っており、６月
は利用者の皆さんで「金魚鉢の壁飾り」を作りました。壁飾りは
松山支所の「一人暮らし高齢者を対象とした見守り訪問」でお
渡しするもので、皆さん、心をこめて作っていました。見守り訪
問で対象者の皆さんに金魚鉢をお渡しする際、作った経緯を説
明したところ、大変喜ばれ、ちょっとした交流が生まれました。
　併せて、松山支所に畑中和夫様からのご寄付で待望のカラオ
ケ機器が導入されました。早速利用者さんで民謡や懐メロを歌
い大盛り上がり！豊富な体操プログラムも揃っていて心身機能
の維持・向上に役立っています。
　畑中和夫様ありがとうございました。

福祉出前講座・
福祉レクリエーション講座のご案内

福祉出前講座・
福祉レクリエーション講座のご案内

岩出山支所
岩出山字下川原町100-8 ☎72-5050

お問合せ

　岩出山支所では、地域のお茶っこ会・サロン活動等での「出
前講座」や、地域のサポーター・世話人の皆さんが、日頃のお
茶っこ会で簡単に実践できるようなレクリエーションをご紹
介する「福祉レクリエーション講座」を随時実施しています。
「レクリエーションの知識を身につけたいな…」「何かお茶っ
こ会の面白い企画はないかな…」とお困りの地域の方はお気
軽にご相談ください！ 

岩 出 山 ご案内

　子育てについてお話を聞いたり、日頃のモヤモヤ・悩みな
どみんなでお話ししませんか。お気軽にお申込みください。

三本木支所
三本木字大豆坂24-3 ☎52-2929

お問合せ

三 本 木 ご案内

〈昨年の様子〉〈壁飾り作りの様子〉 〈カラオケ機器〉

鹿島台支所
鹿島台平渡字上敷19-7 ☎56-9420

お問合せ

第１回茶友会のおしらせ第１回茶友会のおしらせ
鹿 島 台

　当支所では、地域内のひとりぐらし高齢者の方を対象
に、会食を中心とした集いを年4回開催しており、その会の
愛称を『茶友会』と呼んでいます。
　8月25日㈫に、第１回目となる茶友会を開催します。今
回は体を動かすことを中心に、音楽を楽しむ内容を予定し
ております。皆様のご参加をお待ちしております。

ご案内

〈令和元年度「茶友会」の様子〉

【思い出カルタ】
童謡や昭和の演歌、歌謡曲な
どがカルタになっています。歌
いながら楽しむことができま
す。

【たいこ相撲】
手を傷めることがないようス
ポンジ付きのバチになってい
るので安心して使用できます。

■主な講座内容：・楽しい♪福祉レクリエーション
　　　　　　　　・災害に備えて！
　　　　　　　　・介護保険制度について  など

▲昨年度の講座の様子

★福祉出前講座のメニュー表をご用意しておりますので、
　お気軽に事務局までご連絡ください。

▲ひとり暮らし高齢者訪問イメージ写真 ▲鳴子地区民児協打合せの様子

■日　時：令和2年9月10日㈭10時～11時30分
■場　所：三本木子育て支援センター（ひまわり園内）
■対象者：三本木地域にお住まいの未就学児とその保護者 ７組
■内　容：子育てワンポイント講座
　　　　　       （保健師・栄養士からの子育て情報）　
■参加費：なし
■その他：託児あり
■申込み：９月１日㈫まで三本木支所にお申込みください。

ママとキッズの「きらきらクラブ」事業
子育てワンポイント講座

■日　　時：8月25日㈫10：00～13：00
■場　　所：鎌田記念ホール（ポルパル）
■参 加 費：ひとり500円
■お申込み：8月17日㈪まで

56-9420（鹿島台支所）にお申し込みください。

書道クラブ 生花クラブ

絵手紙 風船バレー
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福祉レクリエーション講座のご案内

福祉出前講座・
福祉レクリエーション講座のご案内
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お問合せ

　岩出山支所では、地域のお茶っこ会・サロン活動等での「出
前講座」や、地域のサポーター・世話人の皆さんが、日頃のお
茶っこ会で簡単に実践できるようなレクリエーションをご紹
介する「福祉レクリエーション講座」を随時実施しています。
「レクリエーションの知識を身につけたいな…」「何かお茶っ
こ会の面白い企画はないかな…」とお困りの地域の方はお気
軽にご相談ください！ 
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回は体を動かすことを中心に、音楽を楽しむ内容を予定し
ております。皆様のご参加をお待ちしております。

ご案内

〈令和元年度「茶友会」の様子〉

【思い出カルタ】
童謡や昭和の演歌、歌謡曲な
どがカルタになっています。歌
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書道クラブ 生花クラブ

絵手紙 風船バレー
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2 0 2 0 . 8ボランティア通信 大崎市ボランティアセンター

●赤い羽根共同募金（10月1日～12月31日）

　　  実績額：16,377,905円
●歳末たすけあい募金（12月1日～12月31日）

　　  実績額：9,267,590円

令和元年度
大崎市共同募金運動実施報告
（令和２年３月３１日現在）

　赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金にご協力をいただき、誠
にありがとうございました。お寄せいただいた募金は、県内の復興
支援活動。災害支援活動や子育て支援事業・大崎市内の行政区や町
内会等の地域福祉活動の推進に役立てられております。

　全国各地において自然災害等により、被災された地域
への支援を目的として災害義援金の募集を行ったとこ
ろ、下記のとおり、みなさまよりご協力をいただいており
ます。誠にありがとうございました。

現在募集している義援金は下記の通りです
◆平成28年熊本地震義援金
◆平成30年７月豪雨災害義援金
◆平成30年７月岡山県豪雨災害義援金
◆愛媛県豪雨災害義援金
◆平成30年７月広島県豪雨災害義援金
◆令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
◆令和元年台風第19号災害義援金

令和元年度赤い羽根共同募金・歳末たすけあい
募金運動へのお礼とご報告

大崎市共同募金委員会

「おおさき福祉の心コンクール」を開催します

災害義援金へのお礼と募集
～心温まるご協力ありがとうございます～

2,149,144円
（令和２年３月３１日現在）

お寄せいただいた下記義援金総額

※詳細につきましては大崎市ボランティアセンター☎２１-０５５０までお問合わせ下さい。※詳細につきましては大崎市ボランティアセンター☎２１-０５５０までお問合わせ下さい。

　令和元年１０月１２日に発生した令和元年東
日本台風では、関東から東北まで東日本の広
い地域で記録的な大雨となり、大崎市でもその
影響で甚大な被害が発生し、この災害に対し、
複数の市町村で災害救助法が適用されまし
た。
　被災されたみなさまに対しましては、心よりお
見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を
お祈りいたします。
　現在、大崎市共同募金委員会では、みなさ
まの心温まるご協力をお願いいたします。

詳細については大崎市共同募金委員会各支所へ
お問い合わせ願います。

　大崎市社会福祉協議会では、大崎市内の小・中学校に在籍する児童生徒を対象に、
身近な体験などから感じた思いを作品にすることを通じて、地域福祉活動やボラン
ティア活動への関心を高め、「思いやり」や「支え合い」の心を育むことを目的に、「お
おさき福祉の心コンクール」を開催しております。
　今年度は「～つたえてみようあなたのふくし～」をテーマに、作文・ポスター・川柳の
作品を募集しています。入賞作品につきましては１１月に展示会を開催予定です。
　詳細につきましては、当会ホームページをご覧ください。
　本事業は、皆様からお寄せいただいた共同募金を財源と
して開催しております。

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現在、厚生労働省より「新しい生活
様式」が示され、普段の生活から３つの密（密閉、密集、密接）を避ける必要があり、ボ
ランティアの仕方、受け入れ方等がこれまでとは変わってきます。注意点を守って安心
安全にボランティア活動をしましょう。

ボランティア活動参加にあたって
❶屋内にいるときや会話のときは、マスクを着用しましょう。
❷手洗い、手指消毒を徹底して行うようにしましょう。
　（手洗いは３０秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗いましょう）
❸定期的に外気を取り入れる換気を実施しましょう。（１時間に２回以上）
❹人との間隔はあけるよう心がけましょう。（できるだけ２ｍ、最低１ｍ）

ア～エに該当する方は、ボランティア活動をお休みしましょう。
ア自宅で体温測定を行い、３７．５℃以上の場合。
イ体調がよくない場合（例：発熱・咳・鼻汁・咽頭痛・息苦しさ・
　倦怠感・食欲低下・味覚異常・嗅覚異常などの症状がある場合）。
ウ同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。
エ過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされ
　ている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ボランティアの受け入れを中止していま
したが、７月１日より一部再開しております。
　現在は、ご利用者様と直に接する機会のない内容のボランティア活動に限定して再開し
ております。
　今後のボランティアの受け入れ状況に関しましては、随時状況に応じて当会のホーム
ページ上でお知らせいたしますのでご確認のうえ、活動をお願いいたします。

ボランティア活動に参加する際の注意点ボランティア活動に参加する際の注意点

【小学生の部】
古川第五小学校　三浦唯愛さん

【中学生の部】
古川北中学校
斎藤那南さん

昨年の展示会の様子（大崎市図書館）昨年の展示会の様子（大崎市図書館）

昨年度の
最優秀作品
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大崎市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金特例貸付の申込を受付けています。（※今回
の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。）
受付期間：令和2年9月末まで（8月1日時点）

大崎市に住所を有し新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とす
る世帯。※生活保護受給世帯及び債務整理中（弁護士へ依頼中）の方は対象外となります。
①貸付上限額　　
　原則として一世帯につき10万円 。ただし以下の場合は一世帯につき20万円までの貸付も可能 。
ア　世帯員の中に 新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ　世帯員に要介護者がいるとき。
ウ　世帯員が４人以上いるとき。
エ　世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
　　ⅰ新型コロナウイルス感染症拡大予防策として 、臨時休業した小学校等に通う子。
　　ⅱ風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子。
オ　世帯員に個人事業主等がいる等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。
カ　上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合。
②据置期間　　貸付の日から１年以内
③償還期限　　据置期間経過後２年以内
④貸付利子　　無利子　償還期限後は残元金に対して延滞利子年利3.0％

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になって
いる世帯※生活福祉資金緊急小口資金（特例貸付）の貸付が決定している方。
※世帯の状況や連絡先等、緊急小口資金の際に記載した内容と異なる点がある場合は、必ず事前にご連絡ください。  
①貸付上限額　（２人以上）　月２０万円以内　　　　（単身）　月１５万円以内
②貸付期間　　原則３月以内
③据置期間　　貸付の日から１年以内
④償還期限　　据置期間経過後１０年以内
⑤貸付利子　　無利子　償還期限後は残元金に対して延滞利子年利3.0％
⑥保証人　　　不要 
総合支援資金の申し込みに当たって、お住いの地区を担当する生活困窮者自立相談支援事業所への相談は不要で
すが、貸付決定後に生活困窮者自立相談支援事業所による支援を受けることが必要となる場合があります。償還期間
中、民生委員との関わりが必要となります。
　

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金(特例貸付)のご案内

●貸付対象

●貸付内容

●貸付対象

●貸付内容

●留意事項

生活福祉資金緊急小口資金（特例貸付）

生活福祉資金総合支援資金（特例貸付）

お問い合せ
●最寄りの大崎市社会福祉協議会各支所
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収の状況等について聞き取りさせていただき、ご準備いた
だくものについてご説明します。
 

　現在もなお、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、感染拡大がニュースで取り上げられておりま
す。感染予防のため、地域の皆様におかれましても人との距離を出来るだけ確保する、外出時はも
ちろん屋内や会話をする時のマスクを着用する、日々の手洗いを徹底するなど、感染拡大防止に努
めましょう。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための、
たくさんのマスク・消毒液等の

ご寄附ご寄贈誠にありがとうございます。
　現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、慢性的なマスク・消毒液の不足が続いていた
中、４－５ページでの社会福祉寄附者ご芳名でもご紹介いたしましたように、当会のためにたくさん
のマスクや消毒液等をご寄附・ご寄贈していただきました。
　頂いた物の中には手づくりのマスクや、メッセージが添えられている物も多く、皆様からのあた
たかい心づかいに本当に感謝を申し上げます。
　世界各地で新型コロナウイルスが猛威を振るい、マスクの品薄状態が続いた中、当会のために
ご寄附・ご寄贈してくださった皆様に感謝して、各施設・事業所にて大切に使わせていただきます。

　当会では、平成２０年度に地域福祉活動計画［第１期］の策定を行い、平成２８年度には［第１
期］計画をより推進していくことを目的とした地域福祉活動計画［第２期］を策定し、全国的な社会
問題でもある孤立死の防止に向けた支え合う地域の仕組みづくり、地域を活性化していく為の福
祉人材の育成などを進めながら地域福祉の推進に努めて参りました。　
　しかし、第２期計画の間においても地域における様 な々生活課題は深刻化し広がっています。
そのような課題に対し、新たな法律の施行、法律の改正による地域包括ケアシステムの構築など、
公的な制度やサービスの考え方が示される一方で、公的な福祉だけに頼らない支え合い、助け
合いの仕組みが必要とされ、地域福祉活動に対する期待は大きなものとなっています。
 こうした官民一体となった福祉課題への対応に向けて、当会では、社会福祉協議会として今後
の地域福祉の取り組みの方向性や目標を示し、福祉のまちづくりを継続的に進めていくことを目的
として、地域福祉活動計画［第３期］の策定に向けた取り組みを令和元年度より開始しています。

地域福祉活動計画［第３期］策定について

　当会が、大崎市をはじめとする行政機関、地域住民、関係福祉団体等と連携・協働しながら、
地域福祉推進を図ることを目的として策定する民間の活動・行動計画です。
　住民一人ひとりが住み慣れた地域において、安心して暮らし続けることができるように、地域
で潜在化している多様な福祉課題の把握と課題解決に向けた地域の自主的な福祉活動を社
協が支援するための具体的な取り組みを定めています。

地域福祉活動計画とは？

地域福祉活動計画策定委員会の様子

大崎市における地域住民の
地域福祉推進に関する調査の様子

※当会の地域福祉活動計画［第３期］の策定経過については、ホームページ上にて随時掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
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職　　　種　　保健師・看護職員・ケアマネジャー・介護職員・ホームヘルパー
　勤　務　先　　市内各事業所　※なお、勤務地については、相談により決定いたします。
　待　　　遇　　当会給与規程に基づき決定いたします。
　　　　　　　　パートタイムでの勤務可。※勤務時間等、相談に応じます。
　年齢／性別　　不　問
　応　　　募　　電話連絡の上、履歴書・資格証(写し)を送付ください。
　急　　　募　　●特別養護老人ホーム敬風園
　　　　　　　　　60歳以上の方でも、元気でやる気満々の皆さん大歓迎です。
　　　　　　 　　 【業務内容】①利用者への寄り添い　②入浴後の整容　③食事介助など
　　　　　　 　　 【勤務時間】ご相談に応じます。短時間でも勤務可能です。
　　　　　　　　●通所介護事業所運転手 (古川・鹿島台)

【連絡先／応募書類送付先】
社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会 職員厚生課

☎0229-21-0550
〒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）

新規学卒者（令和3年3月卒業）職員募集も
行っております。

✎

✎

✎

✎
✎
✎

社協スタッフ募集社協スタッフ募集

お気軽に
お問い合わせ
ください。

●募集職種
●業務内容

●募集期間

福祉事業従事職員　他
・各地域における福祉サービスの提供、
　各種事業の企画・実施等、地域福祉活動推進業務。
・デイサービスセンター
　特別養護老人ホーム、グループホーム等において、
　機能訓練、介護業務全般、生活支援業務全般。
令和2年7月1日(水)～令和3年1月31日(日)までの期間

詳しくは、HPをご覧ください。

ご応募、
お待ちしております。

福祉の職場で働きたい方、地域福祉事業活動を担っていく方を募集しています。お気軽にお問い合わせ下さい。

　　社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会
〒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
URL　http://www.osaki-shakyo.com

【編集・発行】 大崎市社協ホームページでは、社協の活動やイベントなど
いろいろな情報を発信しています。ぜひご覧ください！

検索大崎市社会福祉協議会


