社 協 だより
けいようかい

恵謡会（代表：平塚しげ子）
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民謡を磨きつづけた
すごみが今、輝く。

とうぎくかい

桃菊会（代表：阿部桃菊）

９月の敬老シーズンに女川を代表する２大民謡団体「桃菊会」と
「恵謡会」がボランティアとして施設の敬老会で民謡を披露してく
れました。
共に40年を越える活動を通して、日々磨いてこられた民謡は、
技術を超えた「凄み」や「深み」を帯びて、歳を重ねてきたから
こその輝きに今、満ちています。
この広報誌の発行には、皆さまから頂戴した会費を使わせていただいております。

平成30年度実施事業・決算報告
皆様から頂戴した会費やご寄付を活用させていただきながら、下記の取組みを行って参りました。

H30年度の重点活動
① 地域コミュニティの活性化・支援

② 人材育成

③ 総合相談体制の充実

具体的な実施事業
地域コミュニティの活性化・支援

その他の事業

◇協議体や見守り活動との協働による実態把握

◇地域包括支援センターの受託運営

◇様々な集いの場を開催できるような促しと支援

◇地域活動支援センター
「うみねこ園」
の運営

◇独自メニューによる出前講座の開発と展開
◇ボランティアセンター事業の活性化
人材育成
◇地域の中の人材発掘と把握
◇地域住民の意識高揚を目的とした取組み
◇地区における集いの場の自主活動化に向けた支援
総合相談体制の充実
◇支部長や福祉活動推進員による相談体制の構築
◇関係機関と連携した相談対応や相談会の開催の支援

2019.2.23開催の「ごちゃまぜ大会」でのひとコマ

決算のあらまし
収入合計

107,763,822円

法人運営事業

※会費や寄附金・補助金など

支出合計

50,172,427円

96,275,288円

法人運営事業

※法人全体の運営にかかる費用

地域福祉活動推進事業

1,343,618円

地域福祉活動推進事業

福祉サービス利用援助事業

3,038,439円

福祉サービス利用援助事業

※県社協補助金、
共同募金配分金、など

41,904,657円
1,343,618円

※ボランティアセンター活動にかかる費用、各種事業実施にかかる費用

※県社協受託金、利用者負担金、生活安定資金貸付原資金など

※貸付事業等にかかる費用

348,439円

地域包括支援センター

29,530,982円

地域包括支援センター

29,530,982円

地域活動支援センター

18,650,469円

地域活動支援センター

18,119,705円

生活支援体制整備事業

5,027,887円

生活支援体制整備事業

5,027,887円

※町からの受託金、介護保険事業収入

※介護予防事業の推進や総合相談対応実施のためのセンター運営にかかる費用

※障害福祉サービス等事業収入、町からの補助金など
※町からの受託金

※利用者への創作活動の提供や地域交流活動の実施、施設運営にかかる費用
※地域において高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備等を
目的に地域の諸団体、組織、住民への働きかけや協働にかかる費用

収入合計107,763,822円－支出合計96,275,288円
＝11,488,534円（令和元年度へ繰越）
2

生活支援コーディネーターの「いいものみ〜っけ！」

NO.3

第２回女川町生活支援体制整備事業 第一層協議体を開催！
８月27日（火）第一層協議体の会議を行いました。
『暮らしやすい町になるには』をテーマに介護保険事業所・福祉団体・教育機関・民間諸団体の皆さ

まにおいでいただき３グループに分かれ、それぞれ
『暮らしやすい町とは何か』
・
『必要になる取組み』
・
『私たちに出来る事・関われること』についてグループワークをしていただきました。ここで話し合っ

た事を、今後の協議体や町民の皆さまにフィードバックできるようにしていきたいと考えています。
今後も様々な方にお話をお聞きしていきたいと考えております。その節にはご協力をお願いします。

地域ズームアップ

華やかなダンス

8月22日(木)、震災後4回目となる来町を果たされたのは、福岡大学付
属若葉高校ダンス部のみなさん。今回は、宮ヶ崎区の皆さんと交流です。

住民の方との交流

最後はみんなで

宮ヶ崎住民の方に感動と元気を届けて頂きました!!

あなたの地域の「いい人み～っけ！」
今回ご紹介する方々は、新田仮設お茶会のお世話役をしていたメ
ンバーです。地域はバラバラになりましたが、仮設時期を共に過ご
されていた方々から、「集まりたいね」
「またお茶会したいね」
、
との
話を耳にした皆さんが立ち上がり、年に1～2度ではありますが、
女川フューチャーセンター
“Camass”
(カマス)でお茶会をしていま
す。
メンバーの方々は、
「 皆さん喜んで来てくれるんです」
「 必ずと
、
言ってよいほど差し入れを手に来るんですよ」
「私たちも楽しんで
、
やっています」と話してくださいました。
それぞれ地域に戻れば、やはり地域の中でお世話役としても活躍
されている皆さんです。
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左から平塚さん・雫石さん
遠藤さん・平塚さん

うみねこ園だより
たくさんの『音色』に触れて
月に１回うみねこ園に来ていただき音楽プログラムやク
リニカルアートをしていただいている浅野さん。その浅野
さんのご紹介で、先日「ギロックフレンズ in 東京」のみな
さんに、ミニコンサートを開催していただきました。
当日は、バイオリンやチェロ、フルート、ファゴットな
どからなる14名の方が来所。普段は、めったに耳にする
ことのできない管楽器や弦楽器などの音色。クラシックの
みならず、
「ドラえもん」や「となりのトトロ」など利用者さ
んに親しみのある楽曲を交えた演奏と、イラストを使って
の
「いっぽんでもにんじん」
や
「カレーライスのうた」
でのパ
フォーマンスに、五感をフルに使いながら盛り上がりを見
せていたうみねこ園でした。
最後の曲は
「パプリ
カ」。うみねこ園では
かねてから練習してい
た曲とあって、みんな
で立ち上がって踊る楽
しいものとなりました。
「ギロックフレンズ
in 東京」のみなさん、
貴重な機会をありがと
うございました。

「ギロックフレンズ in 東京」とは、

日頃より各施設等でボランティアコンサー
トを行っている東京を拠点とする音楽演奏
グループです。なかには医学博士で音楽療
法士のメンバーもおり、対象とする方に合
わせたプログラムを構成し演奏されていま
す。東日本大震災以降は、毎年石巻を中心

に各被災地でもコンサートを行っています。

過ぎ行く夏を前に・・・
うみねこ園の夏の終わりの風物詩といえば「う
みねこ園ミニ夏祭り」。今年は８月29日に開催い
たしました。
今回も２人のボランティアさんのお手伝いを受
け、利用者さんそれぞれがかき氷屋さんや金魚す
くい屋さんなどの屋台や受付を担当し、お客さん
として訪れた保護者の皆さんや事務局職員に対応。
「いらっしゃいませ！」
「 ありがとうございまし
た！」の声が響きわたっていました。
屋台が終わったあとは、盆踊りの時間。自分た
ちで作ったうちわを手に、かねてから練習をして
いた「七夕おどり」
などの曲にのり、保護者やボラ
ンティアの皆さんも交え輪になって盆踊りを楽し
みました。
なんと！今年はまだこれで終わらず、保護者のみなさんに用意していただいた
「すいか割り」や
「お菓子引
き」で最後のひと盛り上がり。夏の終わりを満喫した様子の利用者さんたちでした。
ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。
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布の感触を楽しむ
浦宿一区にお住いの阿部苑子さんに、作品を作るために使ってほし
いと端切れをいただいたのは７月のこと。それからというもの、定期
的にうみねこ園を訪れては作品作りを教えていただいております。
普段は紙を使っての創作活動が多いとあって、利用者さんたちも布
の感触、そして苑子さんとのお話を楽しんでいる様子。
阿部苑子さん、ありがとうございました。

ゴミ袋の価格が変更となります。

ゴミ袋
（大：45L） ３２０円→３３０円
ゴミ袋
（中：40L） ３００円→３１０円
※お店によっては価格が異なる場合があります

女川町指定ゴミ袋も販売しております。
下記の町内各事業所のご協力をいただき、ポリ袋を販売しております。
相喜フルーツ 様
赤間商会 様
イオンスーパーセンター石巻東店 様

おんま～と 様
セブンイレブン女川バイパス店 様
セブンイレブン宮城女川店 様

高橋酒店 様
ツルハドラッグ宮城女川店 様
はや美印刷 様

上記販売店以外、うみねこ園でも取り扱っております。
（電話番号0225−54−4028）
お申し付けいただければ配達させていただきますので、ぜひお買い求めください。

インフォメーション

～ ひとり親家庭福祉会からのお知らせ ～
『ランドセルプレゼント』

宮城県母子福祉連合会では、令和２年度４月に小学校へ入学するひとり親家庭世帯の新入学児童を対
象とし、ひとり親家庭世帯の経済的負担を軽減すること等を目的にランドセルプレゼント事業を行って
います。
この機会に、たくさんのご応募お待ちしておりますのでお気軽にご連絡ください。
１．募集定員：20名 ※応募者多数の場合は抽選により決定
２．色
：①レッドチョコ ②プリンセススカイ ③キャメル ④パールラベンダー ⑤ミント×ミント
⑥ウルトラマリン ⑦ブラック ⑧レーサーR ⑨クロハガネ ⑩オリーブR
（詳細は宮城県母子福祉連合会ホームページをご覧ください）
３．必要な物：児童扶養手当受給証、母子・父子家庭医療費受給者証、住民票謄本
（３か月以内に発
行したもの）のいずれかのコピーが必要となります。
４．事業実施団体：社会福祉法人恩師財団済生会宮城県支部・公益財団法人宮城県母子福祉団体
５．申込方法：女川町ひとり親家庭福祉会
（町社会福祉協議会内）
備え付けの
申込書に必要事項をご記入ください。TEL 53-4333
６．申込締切：令和元年10月25日
（金）
まで
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ボランティアセンターだより
ボランティア活動中に他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したことにより、
損害賠償問題が生じた場合や、ボランティア活動中の事故によりボランティア本
人がケガをした場合の損害を補償する保険です。

Ｑ.どこで加入できる？
→社会福祉協議会

Ｑ.加入料は？
→３００円から
Q.保険期間は？
→令和二年３月末まで

申込み先・
お問合せ

Ｑ.対象は？
→無償のボランティア活動

≪女川町ボランティアセンター≫
住 所：女川町鷲神浜字堀切山51−7 地域福祉センター１階
女川町社会福祉協議会（医療センター向かい側）
電 話：0225－53－4333
メール：taku@shakyo-onagawa.or.jp
担 当：矢竹

≪女川町社会福祉協議会 臨時職員募集！≫
募集職種：生活支援コーディネーター
募集人員：１名
勤 務 先：女川町社会福祉協議会
業務内容：地域づくり支援のため各地区の課題やニーズの把握、社会資源の開発、ネットワークの構築、情
報発信などのコーディネートの業務
採用の始期：令和元年11月１日
雇用形態：臨時職員
勤務日時：月曜日～金曜日／８時30分～17時30分
賃
金：日給7,400円
（当法人臨時職員等就業規則による）
そ の 他：労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金
応募資格：普通自動車免許(AT限定可）
、パソコン操作
（ワード、エクセル）
出来る方、年齢は不問
応募方法：履歴書、職務経歴書、ハローワークからの紹介状を郵送または持参のうえ提出して下さい
提出期日：令和元年10月15日
（火）
まで
選考方法：書類選考を経て面接試験を行います
【問い合わせ・提出先】
〒986−2243 女川町鷲神浜字堀切山51−7 女川町社会福祉協議会事務局53−4333
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『令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金』

土日無料法律相談会

を募集しています。

令和元年８月27日からの大雨により、県内各地
で死傷者の人的被害や多数の家屋の浸水被害等が発
生し、県下全20市町において災害救助法が適用さ
れました。
佐賀県共同募金会では、被災された方々を支援す
ることを目的に義援金の募集を行っていますので、
皆さん、ぜひご協力お願いいたします。
受付期間 令和２年２月28日
（金）
まで
金融機関：ゆうちょ銀行
口座番号：00950−9−237585
口座名義：佐賀県共募
令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金

法テラスでは、土日に無料法律相談を実施します。
平日に相談が困難な方は是非ご利用ください。
住宅ローン、アパートなどの賃貸借、抵当権、解
雇や給与、夫婦や男女間問題、借金の支払、交通事
故など法的トラブルについて弁護士に相談してみま
せんか。

相談実施日時
10/5
（土）
・10/19
（土）
11/9
（土）
・11/23
（土）
10：00～16：00

『京都府京都市伏見区で発生した
放火事件に係る被害者義援金』

場所：法テラス東松島

（東松島市矢本字大溜1−1 コミュニティセンター西側）

を募集しています。

※無料法律相談には要件がございます。

令和元年７月18日に発生した放火事件により、
多数の方々が生命または身体に危害を受け、放火事
件の犠牲者数としては平成以降最悪という甚大な被
害が生じています。
それを受け、京都府共同募金会では、義援金の募
集を行っていますので、皆さん、ぜひご協力お願い
いたします。
受付期間 令和元年10月31日
（木）
まで
金融機関：ゆうちょ銀行
口座番号：00970−5−323289
口座名義：共募京都府7.18放火事件被害者義援金
※全国ゆうちょ銀行
（郵便局）
窓口からの振込手数料
は無料となります。

※事前予約の方が優先となります。
(受付：平日9時～17時/相談：平日10時～16時)

予約・問合せ先
法テラス東松島

℡ 050－3383－0009

女川高等学園カフェ開店情報
女川高等学園敷地内の白亜館にて、生徒たちによ

ゆぽっぽ健康講話

るカフェが行われています。生徒たちの実習を兼ね

『何でも健康相談会』

て、一般開放されていますので、ぜひみなさんお誘

日

時

10月２日（水）
、11月６日
（水）

い合わせのうえ、お出かけ下さい。

場

所

ゆぽっぽ２階休憩室

業の都合で開店しない場合がありますので、開店時

金曜日に営業を予定していますが、学校行事や授

16：00〜17：00

９月から第１水曜日に変更となりましたが、女川

に校門に掲げるのぼりを目印にして下さい。

町地域医療センター医師が健康に関する相談に応じ

営業時間

ます。

〜11：30

当日は、健康相談会にお越しいただいた方

場

入浴料500円→250円とお得に入浴できます。
みなさん、ぜひお誘いあわせのうえお越しください。
女川温泉ゆぽっぽ

午前10：00

TEL.0225−50−2683

所

女川高等学園
「白亜館」

開店予定日

10月営業無し、
11月８日
（金）

(営業時間：9：00〜21：00)

※町民バス回数券フロントにて好評発売中！

11月15日
（金）
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皆様の善意に感謝申し上げます。
皆様から頂く寄付金は、広報紙の発行や小中学校で行う福祉学習、ボランティアセンター事業や生活困窮
者への支援などに充当させていただいております。今後とも、皆様のご理解をよろしくお願いします。
寄附金
（敬称略）

（7月11日〜9月10日受付分）
（単位：円）

行政区

氏
藤

重

名

金

宮ヶ崎

遠

子

東京都

市民ネットワークやっぺし！東北

額

行政区

氏

5,000

東京都

㈱ブリッジ

50,000

80,000

浦宿一

匿

額

100,000

よりよい地域をつくるために
誰しもが、生活者として暮らす地域がこうあって欲しい！もっとこんな地域にしたい！という思いはあることでしょう。皆さまが地域住
民として、それぞれ役割を持ちながらよりよい地域をつくりあげていくために、皆さまからいただく会費を活用させていただいています。
行政区

発行 女川町社会福祉協議会
〒
宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山五十一番地七
地域福祉センター１階 ＴＥＬ０２２５・ ・４３３３

53

金

名

賛助会費
（敬称略）

−986
2243

名

大

沢

氏

（7月11日〜9月10日受付分）

名

行政区

氏

名

行政区

氏

名

㈱女川観光ホテル

商業街区

協洋産業㈱

宮ヶ崎

㈱女川魚市場

旭が丘

鈴木建設㈱

商業街区

㈱仙台銀行女川支店

塚

浜

ウツエバルブサービス㈱

旭が丘

岡八百屋

商業街区

石巻信用金庫女川支店

塚

浜

東芝エネルギーシステムズ㈱

商業街区

㈱七十七銀行女川支店

駅

内

女川温泉ゆぽっぽ

特別会費
（敬称略）
行政区

氏

（7月11日〜9月10日受付分）

名

行政区

氏

名

行政区

氏

名

大

沢

まるご鈴木興業㈱

針

浜

㈱ヤマホン

商業街区

ニューこのり

大

沢

丸五商事㈱

上

四

㈲聖花園

商業街区

フラワーショップさとう

大

沢

㈱女川モータース

鈴幸漁業㈱

商業街区

㈲本のさかい

西

旭が丘

㈱岡崎電気

小乗浜

宮城県開発㈱女川採石事業所

商業街区

㈱サワダヤ

浦宿一

大一電気システム㈱

小乗浜

㈱岡清

商業街区

㈱赤間商会

浦宿一

田中建設㈱

小乗浜

女川商工事業協同組合

商業街区

㈱黄金タクシー

浦宿一

㈱黄金バス

高

白

㈱御前屋

清水区

鹿島・オオバＪＶ

浦宿一

㈱オナガワ

塚

浜

東北電力㈱女川原子力発電所

宮ヶ崎

佐藤水産㈱

浦宿一

㈱高政

塚

浜

東北発電工業㈱女川支社

宮ヶ崎

女川魚市場買受人協同組合

浦宿一

幸勝水産㈱

商業街区

㈱オーテック

石巻市

宮城原子力サービス㈱

浦宿一

㈲針の浜屋酒店

商業街区

金華楼

東日本大震災復興の歩みフォト＆スケッチコンテスト2019
～東北の
「いま」
を伝える～作品募集中！

QRコードで過去の作品が見られます→

UR都市機構では復興の歩みを広く発信し、東日本大震災からの一日も早い復興を支援するため、復興に
関する写真・スケッチのコンテストを開催します。東北の
「いま」
の姿をメッセージと共にお寄せください。
募集期間：2019年８月20日
（火）
～11月15日
（金）
応募方法：「復興の歩みフォト＆スケッチコンテスト2019」
ホームページにてご確認ください
主

催：UR都市機構

問い合わせ：03－3272－6098
（10：00～17：00／土日、祝を除く）
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