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ONAGAWA

地域ぐるみで
世代を超えて
楽しむ運動会
パン食い競争

FEBRUARY.2020

おにぎりづくり

お玉リレー

心肺蘇生法

2019年11月17日に浦宿二区にて、町内でもめずらしい地区内運動会が行われ
ました。強風により、集会所での実施となりましたが、小さな子どもから90歳を
超えるおばあちゃんまで、一緒にペタンクやラダーゲッターなどのニュースポーツ
やパン食い競争で、ときに大笑いしながら、楽しく競いあいました。
運動会のあとに女川消防署の救命救急講習で学んでから、お楽しみの食事会。
焼き秋刀魚や婦人部の皆さんによる豚汁や非常食を使ったおにぎりで、身も心も
あったまり、さらに絆を深めた浦宿二区の皆さんでした。
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。

気をつけよう、特 殊 詐 欺！

宮城県内でも被害が多発しています！
皆さんは「特殊詐欺」
という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。きっと
「オレオレ詐欺」
などはお馴染み
になっている言葉かもしれませんね。実は、この
「オレオレ詐欺」
も
「特殊詐欺」
のなかに含まれています。
宮城県警察本部の報告では、この
「特殊詐欺」
の被害が宮城県内でも後を絶たず、特に高齢者が被害に遭う
ケースが多いようです。

特殊詐欺の被害年齢は?!
特殊詐欺の被害者の年代別特徴としては、80歳代の被害
が最も多くなっています。オレオレ詐欺や窃盗が急増してい
ることにより、65歳以上の高齢者の被害割合が高くなって
います。性別では、女性：69％・男性31％と女性が被害に
遭うケースが多いようです。

「振り込め詐欺」の手口って、たくさんあるの? !
「特殊詐欺」の手口は１つではありません。また、犯人も1人ではなく、複数人でいろいろな役割を演
じながら犯行に及びます。みなさんは、いくつの手口をご存知でしょうか。

架空請求詐欺

オレオレ詐欺

メールなどを利用して、インターネッ
トの有料サイトを装い、利用料金が未払
いであるなど架空の事実を口実として、
お金を振り込ませたり、電子マネーで支
払わせる手口です。
メールのほかに、はがきや、インター
ネットの動画閲覧中に、突然画面に「登
録完了」などと表示され、記載されてい
る連絡先に電話をかけると、
「退会手数
料」を要求されるケースもあり
ます。

電話を利用して、息子や孫、警察官、
弁護士などを装い、様々な理由をつけて
お金を振り込ませたり、直接被害者の家
に犯人が来たり、駅などで待ち合わせを
して、現金やキャッシュカードをだまし
取る手口です。
特に息子や孫を装う場合、「オレだけ
ど…」と話し始めることからオレオレ詐
欺と呼ばれています。

融資保証金詐欺

けっこう知ってるものが
ありますよね。

インターネットやFAXを利用し
て融資する広告を出していますが、
融資を申し込んだ者に「保証金・
手数料・返済実績」等の名目でお
金を振り込ませ、実際には融資し
ないという手口です。
ヤミ金との違いは、融資をしな
いという点です。
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還付金等詐欺
電話を利用して、市役所や
社会保険事務所等を装い、
「医
療 費 な ど の 還 付 金 が あ る、
ATMで手続ができる」などと
言い、ATMに行かせてウソ
の手続を教え、お金を振り込
ませる手口です。

ほかにもこんな「詐欺」手口に
ご注意ください！

ギャンブル必勝情報詐欺
電話やインターネットを利用して、
「パチンコ、
競馬、ロト６などの必勝情報」を教えるなどと

金融商品等取引詐欺

もちかけて、お金を振り込ませる手口です。

電話や郵便を利用して、
「社債、未公開株、
外国通貨」等の金融商品に関するウソの儲け話
をもちかけて、お金を振り込ませる手口です。

その他類似詐欺
いずれの手口にも厳密には該当しないが、似
たような手口であり、類似していると認められ

異性行為あっせん詐欺

るものです。
 例えば電話やパンフレットを使

ＳＮＳサイト等を通じて、別のサイトに誘い、

った霊感商法のような手口などです。

「登録・退会費用、文字化け解除費用」等の名
目でお金を振り込ませたり、電子マネーでの支
払を求める手口です。


うまい話には、
気を付けないと・・・。

このように、犯人もいろいろな方法を考え、私たちを狙っています。こんな電話が来たら、まず誰かに相
談してみましょう。
犯人は、みなさんの心理を上手く利用して話を進めます。このような手口にひっかからないように…。

お茶会などでご活用ください！

『ゲキタイかるた』

宮城県警とJA共済が一緒になり、多発する被害を食い止めようと『ゲキタイかるた』を作成
しました。この『ゲキタイかるた』は、特殊詐欺の手口を遊びながら学べるかるたです。
読み札が「特殊詐欺の手口」で、取り札がその「対処方法」となってお
り、読み手が読む「手口」から、考えられる対処方法を当てるものとなっ
ています。
実はこのかるた、簡単そうと思いがちですが、引っ掛けもあってちょっ
と難しいかるたなんです。

女川町社協内にある、女川町老人クラブ連合会事務局には、このかるた
が３セットあります。
無料でお貸しいたしますので、地域の活動のなかで、楽しく「特殊詐欺」
の手口や対処方法を学んでみませんか。
ぜひ、ご活用くださいませ。
連絡先：女川町老人クラブ連合会

53−4333（社協内）
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「いいものみ〜っけ！」

生活支援コーディネーターの

NO.5
あけましておめでとうございます。
今年も皆様の地域へおじゃまさせていただきます、よろしくお願いいたします。
仲間入りしました！
改めまして、令和元年12月から
生活支援コーディネーターになりました 〝阿部 英夫〟 です。
女川町を知ることから始まりましたが、地域住民の皆さんから
教えていただきながら多くを学んでいきたいと思います。
そして、もう一人の生活支援コーディネーターは？覚えていただけたでしょうか。
年女の〝住吉 いづみ〟 です。
今年も地域の皆さんと一緒に走ります。また、地域のことをみんなで考える・思いを共有する機会等も
考えておりますので、いつでもお声をかけてください。

社協のお掃除当番マスコットキャラクター紹介
大原北区婦人部活動の中で毎年恒例行事となっている粘土で干支
づくり教室を行いました。
生活支援コーディネーターとなってから、毎年こちらの教室にお
じゃまさせていただいています。そこで私が作った作品は、社協の
お掃除当番マスコットとして職員の机を渡り歩いております。社協
にお越しの際はぜひマスコットを探し、撫でていってください。よ
ろしくお願いいたします。

今年は僕・私が
しっかり回すよ！

歴代は僕たちだよ‼

あなたの地域の
「いい人み～っけ！」
今回は大原北区の婦人部役員の皆さんです。
いつも楽しそうに活動されている皆さんにその秘訣を伺いました。
(住吉) 婦人部活動を行う際の準備はどうされているんですか？
(皆さん)「事前準備等はみんなでやります。仕事をしている方も
いるので事前準備は夜集まるんです。
」
(住吉) 大変じゃないですか？
(皆さん)「それがね、大変だけど楽しすぎるのよ」
と皆さん笑顔で話されます。講師は鈴木洋子さんが務めます。昨
年はお隣の大原南区婦人部との役員情報交換の場や粘土教室も行っ
ているなど、とても素敵な取り組み・つながり活動を見せていただ
左から鈴木さん、濱野さん、
きました。「できることをやっているんです」と阿部部長や講師の
阿部部長、木村さん、藤村さん
洋子さん、そして役員の方々も。私も時折お邪魔し楽しい時間を過
（紹介したマスコットの生みの親）
ごさせていただいています。
（住吉）
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うみねこ園だより
クリスマスの思い出
12月20日、イオンスーパーセンター石巻東店さんのご協力のも
と、クリスマス会が開催されました。
今回は知己さんの叔父さんである阿部福一さんが、本物のモミの
木のクリスマスツリーを設置してくれ、いつも以上の素敵な雰囲気
に。
そんな中、今年もイオンさんからは、助六弁当やオードブル、ク
リスマスケーキなどを提供していただき、豪華な食事とイオンのみ
なさんとの交流を楽しみました。終盤にはイオンの職員さんが扮す
るサンタさんも登場！素敵なクリスマスプレゼントに笑顔の利用者
さんたちでした。最後に、うみねこ園からは利用者さん手作りのク
リスマスカードをプレゼントさせていただきました。
ほかにも、昨年に引き続きボランティアの阿部さんと小豆畑さん
にも素敵なクリスマス会を開催してもらったうえ、クリスマスプレ
ゼントまでいただくなど、今年も温かい気持ちで過ごしたクリスマ
スとなりました。
お世話になったみなさん、ありがとうございました。

ころころころりん♪「りんご狩り」
11月８日、今年も最高の天気に恵まれた中、つばくろ会のみな
さんとの「りんご狩り」に、ＰＲセンターへ行ってきました。
今回も３つのチームに分かれ、協力してりんごとさつまいもを収
穫。収穫はもちろんですが、
土の感触を楽しんだり、
コロコロ転がっ
ていくりんごに笑いがおきたり、つばくろ会のみなさんと交流を楽
しんだりと、青空の下の活動を十分楽しみ、りんごとさつまいもを
手に、満足した様子で帰路についた利用者さんたちでした。
女川原子力ＰＲセンターのみなさん、つばくろ会のみなさん、あ
りがとうございました。
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ボランティアセンターだより
ボランティア未経験の方々からベテラン活動者までを対象にボランティアの入門講座を行います。
誰もがくらしやすい町づくりには、ボランティアの力も不可欠です。入門講座の中で、ボランティアの必
要性・地域住民の課題（困りごと）
・町内で行われている活動の実践について学んでいただき、ボランティ
ア活動への参加を考えていただく機会となれば幸いです。
ぜひ気軽にお申込みください！中学生・高校生の参加も大歓迎です。
内

容：①講話「ボランティアとは何か」

◆ボランティア入門講座◆

②ボランティア活動の実践紹介
③演習１「支え合いゲーム」

日時／2020年
3月1日（日曜日）
午前9時～12時
場所／女川町まちなか交流館
会議室Ａ・Ｂ

④演習２「トークフォークダンス」
⑤座談会「お茶っこタイム」
⑥登録の手続き
申込み：女川町社会福祉協議会
☎0225−53−4333（担当：矢竹）

昨年お亡くなりになった浦宿一区の皆川敏男さ
んには、かねてから女川小学校の放課後子供教室

12月号で告知した「マージャン牌をお譲りくださ

等、子どもたちのために、自作の竹トンボをたく

い」の記事をご覧いただいた町内の皆さまから、麻雀

さん提供してくれていました。

牌をたくさん提供いただきました。ご協力いただき誠

その皆川さんのご遺族から、自宅倉庫に眠って

にありがとうございました。
このたびお譲りいただいた麻雀牌の有効活用の一環

いた竹トンボ200本を寄贈いただきました。
皆川さんの竹トンボは小ぶり
で飛びやすく、子どもたちでも

として、社協の貸し出し機材に加えることといたしま
した。

簡単に飛ばせる優れものです。

使ってみたい方はぜひ気

優しい皆川さんの思いのこも

軽にお問合せください。ア

った貴重な竹トンボを大切に活

ドバイスできるボランティ

用させていただきます。

アも派遣できます。

申込み先・
お問合せ

≪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107−17 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
ボランテ
メール：taku@shakyo-onagawa.or.jp
ィア随時
募集中！
担 当：矢竹
6

インフォメーション

女川町社協では臨時募集をいたします！
募集職種：コミュニティワーカー

募集職種：指導員（日中一時支援事業担当）

募集人員：２名
勤 務 先：女川町社会福祉協議会

募集人員：１名（急募！）
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、地域活動

勤 務 先：女川町地域活動支援センターにおける利
用者（障害児・障害者）の日常生活の相
談、身体介護等の支援業務

の担い手の発掘、情報発信などの住民支
援の業務

採用の始期：令和２年２月１日～随時
雇用形態：臨時職員（半日勤務）

採用の始期：令和２年４月１日～
雇用形態：臨時職員

勤務日及び：月曜日～金曜日
勤務時間 14：00～18：00
賃
金：当法人臨時職員等就業規則による。

勤務日及び：月曜日～金曜日
勤務時間 ８：30～17：30
賃
金：当法人臨時職員等就業規則による。

時給900円
提出期限：随時

日給7,200円
提出期限：令和２年２月10日（月）まで
そ の 他：労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年

【共通】

金保険

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。

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107−17 女川町社会福祉協議会事務局

☎53−4333

女川高等学園カフェ
開店情報

土日無料法律相談会
法テラスでは、土日に無料法律相談を実施してい

毎月、女川高等学園敷地内の白亜館にて、生徒た

ます。
平日に相談が困難な方は是非ご利用ください。

ちによるカフェが行われています。生徒たちの実習
を兼ねて、一般開放されていますので、ぜひみなさ

【こんなこと、お悩みではありませんか?!】
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

んお誘い合わせのうえ、お越し下さい。
金曜日に営業を予定していますが、学校行事や授

など法的トラブル

業の都合で開店しない場合がありますので、開店時

相談実施日時：２月８日
（土）
・２月22日
（土）
10：00～16：00

営業時間

10：00～11：30

場

女川高等学園
「白亜館」

場

に校門に掲げるのぼりを目印にして下さい。

所：法テラス東松島

開店予定日

（東松島市矢本字大溜1−1 コミュニティセンター西側）
（受付：平日９時～17時

２月７日
（金）
２月14日
（金）

相談：平日10時～16時）

２月21日
（金）

※無料法律相談には要件がございます。

３月６日
（金）

※事前予約の方が優先となります。
予約・問合せ先

所

３月13日
（金）

法テラス東松島

℡ 050－3383－0009
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皆様の善意に感謝申し上げます。

女川町社協の住所が変更となります。

皆さまから頂く寄附金は、広報紙の発行や小中学

女川町被災市街地復興土地区画整理事業の換

校で行う福祉学習、ボランティアセンター事業や困
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。
（単位：円）
寄附金
（敬称略）（11月11日～1月10日受付分）

行政区
大

沢

氏

名

金

大沢安住実業団

東京都

㈱ブリッジ

50,000

三重県

四日市メリノール学院

50,000

愛媛県

川之石の愛をつたえ隊

26,000

なお、場所については、従来通りの地域福祉
みなさまには、ご迷惑をお掛けいたしますが、

10,000

山せ 内海

所が変更となっています。
センター内から変更はありません。

額

宮ケ崎

地処分に伴い、12月28日より下記のとおり住

よろしくお願いいたします。

2,000

（新住所）
女川町鷲神浜字堀切山107番地17

ゆぽっぽ健康講話 『何でも健康相談会』
発行 女川町社会福祉協議会

日

時

２月５日（水）
、３月４日
（水） 16：00～17：00

場

所

ゆぽっぽ2階休憩室

ゆぽっぽを会場に、女川町地域医療センター医師が健康に関する相談に応じます。当日、健康相談会にお
越しいただいた方は。入浴料500円→250円 でお得に入浴できます。ぜひ、お越しください。
女川温泉ゆぽっぽ

TEL.0225−50−2683（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！

「大人の学び」、いかがですか?!

宮城いきいき学園

令和２年４月

入学生募集

「宮城いきいき学園」
では、高齢社会に対応した通年制の体系的な学習を通して、高齢者の方々の生きがい
と健康づくりを図るとともに、地域社会の進展に寄与できる高齢者のリーダー育成を行っており、多くの方
が学習されています。この機会に、
「大人の学び」
はじめてみませんか。
〒
宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山一〇七番地一七
地域福祉センター１階 ＴＥＬ０２２５・ ・４３３３

−986
2243

53

・対

象＝県内に居住の概ね60歳以上の方

・場

所＝①仙南校

②大崎校

③石巻校

④気仙沼・本吉校

⑤登米・栗原校

※通学可能であれば、どちらの学園に申し込んでも結構です。
・募集人数＝各校40人
・学習日＝年間21日
（２学年制）
・内

容＝生きがいと健康づくりを目指し、地域社会に貢献できる人材として必要な内容を身につけます。

・募集期間＝令和元年12月１日
（日）
～令和２年２月29日
（土）
必着
・入学金＝5,000円
・受講料＝年間20,000円
・申込書は、各市町村の高齢者福祉担当課や生涯学習担当課及び
市町村社会福祉協議会等、また宮城県社会福祉協議会ホームページからも入手できます。
［http:／／www.miyagi-sfk.net／］
・申込・問合せ

宮城県社会福祉協議会

いきがい健康課
（☎022−225−8477）
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