社 協 だより

ONAGAWA

みんなでさくらの木を
植えよう！

熊野神社
大原南区
女川町海岸公園
女川桜守りの会が各地で行った桜の植樹活動に、小さな子
どもから高齢者まで、たくさんの住民が集い、思いを込めて
計46本の桜の木を植えました。
みなさんの桜の木を大切に思う気持ちと、地域の活動に喜
んで手を貸してくれる気持ちがうれしいですね。
花咲く桜の木の下でまた会いましょう！
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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。

第５次女川町地域福祉活動計画策定

計画期間：５年

この度、本会では第５次となる女川町地域福祉活動計画を策定しました。この
「地域福祉活動計画」

とは、社会福祉法第109条の規定に基づき、地域福祉の推進に取り組むための実践的な計画として、
社会福祉協議会が策定する計画です。現在の社会は、誰もが生きづらさを抱える要因が多発する世の
中ではありますが、地域に住む住民同士が参加し、支え合い、身近な問題の解決を自ら考え取組める
地域を目指し、そのなかで地域の一員として尊ばれ、役割を持ちながら自分らしく活躍できる、そん
な誰もが持つ権利としての
「地域共生社会」
を目指すための指標としてこの計画はあります。

基本理念
基本目標１

地域の支えあいとつながりで 一人ひとりの幸せが 実現するまち おながわ

一人ひとりが自分らしく暮らせる地域

目指す姿 ・一 人ひとりが、自分自身を大切にし、その人
らしい自立した生活ができることを目指しま
す。

基本目標２

互いが支え合う地域

１−１ 住民の権利擁護の実現
１−２ 健康な心と体づくり
１−３ 社会参加へのきっかけづくり

【取組み内容】

目指す姿・一人ひとりが孤立感を感じることなく、互いを
尊重し、多様性を認めあえる地域を目指します。
・自分の力を地域に活かすことで、一人ひとりが
担い手となり、支えあえる地域を目指します。

基本目標３

【取組み内容】

誰もが安心して暮らせる地域

２−１ ボランティア活動の活性化
２−２ 住民主体による支えあい活動の
活性化
２−３ 支えあうためのネットワークの
充実

【取組み内容】

目指す姿・一人ひとりが、住み慣れた地域において生涯に
わたって、安心して自分らしい生き方ができる
地域社会を目指します。
・誰もが、必要に応じたサービスや資源につなが

３−１ 相談しやすい環境整備
３−２ 情報の活用促進
３−３ 生活困窮者への支援
３−４ 災害時支援のための協働

りながら、ともに生きる地域社会を目指します。

基本目標４

組織の基盤強化

【取組み内容】

目指す姿・多様な事業を展開するためには、健全な法人運
営が基本であり、そのため必要な人材と財源の

４−１ 人材の育成と確保
４−２ 経営基盤の強化

確保に努め、安定した運営基盤を築き、円滑な
事業運営を目指します。

社協だより４月号の発行に合わせて、「第５次女川町地域福祉活動計画概要版」を
全戸に配布しました。

より良い地域を目指すことは未来をつくっていくことです。みんなで未来へのバトンを
つないでいきましょう。
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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.6

令和元年度生活支援体制整備第2層協議体を開催！
今回の第２層協議体は、「女性・婦人」の視点からの地域情報や
これからの取り組み・課題を話し合い、全体で共有する協議の場と
なりました。今回は、行政区長さんから地域のお世話役・担い手等
３～５名に参加を呼び掛けていただき、当日は16行政区より48名
の参加がありました。１グループに２地区の組み合わせで意見を出
し合い、
“ワイワイ ガヤガヤ”とあっという間に時間が
過ぎました。
出された意見を皆さんで共有し、また、今後これら
の意見を社協から地域へフィードバックするとともに、
座談会等、もっと地域と近いところで検討・共有して
いきたいと考えています。

地域ズームアップ

『石浜・宮ケ崎お茶会交流会＆女川民謡講座』

第２層協議体の中でも、「他地区との交流の検討が必要」との多く
の意見が出され、早速行動へ。震災後地域が縮小しながらも、集いの
場を行うことで地域を盛り上げようと頑張っている石浜区へ。３／９
（月）女川民謡講座の講師として上４区の神山京子さんを招き、また
「大勢で楽しく」ということで近隣の宮ケ崎の方々もお誘いしての交
流会を開催しました。いつもはお昼で終わるお茶会が、午後２時まで
唄って・踊って・笑って・お話して、楽しい時間を送りました。なん
とにぎやかなこと、ずっと笑い続けて顔の筋肉もいい感じになったこ
とと思います。
民謡講座で声を出すことの大切さも学び、その後のお茶会では宮ケ
崎の方々が急きょ踊りの披露をして盛り上げてくださいました。また、
お互いの地区の中での行事の話・工夫などたくさんのお話を聞き、
「こ
れから次年度の計画を立てていくところなので、よい機会になりまし
た」と遠藤区長さん。石浜の方々にとっても有意義なお茶会になった
ようでした。
地区だけでなく、隣の地区との協働で出来ることもたくさんあるこ
とを知るきっかけとなりました。

あなたのまちの
「いい人み～っけ！」
今回は石浜・宮ケ崎区の生涯学習推進員＆地域のお世話役としていつも
奮闘されているお二人をご紹介いたします。
石浜在住の中村さん、「今、石浜に老人クラブがないので宮ケ崎の老人
クラブ四つ葉会に入っています。多くの活動にいつも驚いています。元気
で楽しいです。石浜でも…と思うのですが、一人では難しいところもあり
ます。」と話す中村さんの相談役は宮ケ崎四つ葉会の木村さんです。
「隣同士協力できることがあれば、いつでも手伝いますよ」といつも頼
りになる木村さん。本当に心強いですね。昔ながらの「石・宮」で、これ
からも協働できることが出てきそうな予感！！
とても楽しみになってきました。
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中村さん

木村さん

うみねこ園だより
幸多き一年となりますように
今年も、NHK歳末たすけあいの配分金をいただき、
「新年を祝う会」を実施すること
が出来ました。
うみねこ園の新年会といえば、すっかり定番となりつつある
①熱戦が繰り広げられたカラオケボックスでの「うみねこ園紅白歌合戦」
②美味しい食事に舌鼓を打った「お食事会」

③神妙な面持ちで今年１年の無事を祈る白山神社での「初詣」

という、流れ。なかでも、昨年に引き続き「お食事会」の前にみなさんに
発表してもらった「他の利用者さんの立派だと思うところ」では、自分の名
前を言ってもらえたことで泣き出す利用者さんも。人に認められるというこ
とは嬉しいことですよね。
何はともあれ、おかげ様で今年も順調なスタートを切ることができたうみねこ園です。

「うみねこ図書館」
おーぷん

今回、赤い羽根「被災地の子どもたちへ絵本を贈
ろう！プロジェクト」の助成を受け多くの本を購入
することが出来ました。
これにより、この度「うみねこ図書館」をスタートする運び
となりました。この小さな図書館は、本を大事にすることや自
分で選択すること、そしてさまざまなルールを習得する学びの
場になればと考えています。
本が好きな利用者さんが多いうみねこ園、さっそく夢中に
なって本を読む姿がありました。
多くの皆さんの善意に改めて感謝です。

『たこ

焼きパーティー』

以前より月に一度、うみねこ園にてボランティア活動をしていただいて
いる更生保護女性会のみなさん。いつもは一緒にポリ袋作業や新聞バッグ
制作を行うことが多いのですが、２月は特別編として「たこ焼きパー
ティー」を開催していただきました。いろいろとお話をしながらのたこ焼
き作りと美味しいたこ焼きに満足した様子の利用者さんたちでした。

また、先日は5,000円分の
図書カードをいただきました。
「うみねこ図書館」の充実の
為に使用させていただきたい
と思っております。
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お食事会へのご招待
２月26日は、久しぶりにバスに乗ってお出かけをしてきま
した。
というのも、女川に御縁のある関村畜産（栗原市築館）様の
ご招待を受け、栗原市築館にある「漢方和牛料理幸之助」にお
じゃまし、昼食をご馳走になりました。今回は、保護者も御招
待を受け４名が同行、同じく招待を受けた旭が丘区のみなさん
とともに、美味しいお肉やデザートを堪能させていただきまし
た。
最後には、代表して塩森研太さんが「ご招待ありがとうござ
いました。おいしかったです！」と大きな声でお礼の挨拶。立
派な挨拶に大きな拍手が起きていました。
美味しい料理をご馳走になったうえ、地域の方々と交流する
機会をいただいたことに感謝です。ありがとうございました。

食べることが大好きなうみねこ園ですけど…
今年もアトム通貨を使っての食事会を行いました。利用した
アトム通貨は、梅丸新聞店さんのご協力により利用者さんたち
が作成した新聞バッグに対していただいたものと、地域や保護
者の方々からご協力いただいたものです。
ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。
今年もハマテラスにある「Gozainn」さんで、自分で選んだ
ステーキや天丼に舌鼓を打った利用者さんたちでした。また、
同じ日には日中一時支援事業利用の児童も
「おちゃっこクラブ」
さんでソフトクリームを満喫。
早くも来年度の取組みについて「がんばるぞ！」とみなさん
気勢をあげています！

アトム通貨 de お食事へ

ちょっとした御礼になるもの、
なにかないかしら
ゴミ袋なんてどう?!
そうね、使うものがよいものね！

女川町指定ゴミ袋の

特別注文

賜ります

うみねこ園では、各行政区や子供会、各種団体等からの特別注文を承って
おります。
通常30枚入りで販売しておりますが10枚入りのものなど用途に合わせて
ご用意させていただきます。
例えば…大10枚入りで、のし付きのセットだと120円程度になります。
いろいろアレンジできますので、ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
このページに関する問合先：女川町地域活動支援センターうみねこ園
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0225−54−4028

ボランティアセンターだより
令和元年度の一年間で、女川町ボランティアセンター
ではおよそ190件、のべ700名あまりによる町内ボラン
ティア活動が行われました。
活動写真をご覧いただき、やってみたい活動あれば、
ぜひボランティアに登録をお願いします。

粗大ごみ出し

福祉教育

お餅つき指導

子どもの遊び相手

草取り

麻雀の相手

トイレ掃除

水害の畳上げ
託児

竹の採集

申込み先・
お問合せ

世代間交流

水害の泥出し

名

称：女川町ボランティアセンター（担当：矢竹）

住

所：女川町鷲神浜字堀切山107−17 地域福祉センター１階

電

話：0225－53－4333

メール：taku@shakyo-onagawa.or.jp
6

インフォメーション

女川高等学園カフェ開店情報
（※開店日は未定）

夢を応援基金

『ひとり親家庭支援奨学金制度』
奨学生募集

女川高等学園敷地内の白亜館にて、生徒たちによ

全国母子寡婦福祉団体協議会とローソングループ

るカフェが行われています。生徒たちの実習を兼ね

が力を合わせ、ひとり親家庭の皆さんを給付型奨学
金で応援します！！

て、一般開放されていますので、ぜひみなさんお誘

奨 学 金：月額30,000円
（返済不要、他の奨学金と

い合わせのうえ、お越し下さい。

の併用可）
対象期間は2020年４月１日∼

今年度はコロナウイルスのこともあり、開店日は

2021年３月31日までの１年間です。

未定となっておりますので、開店時に校門に掲げる

募集人数：中学校３年生、高等学校
（１∼３年生）、

のぼりを目印にして下さい。校門横の掲示板では、

高
 等専門学校
（１∼３年生）
等に在籍する

開店予定日も掲示しています。

生徒

ドリンクメニューは、
学園特製焼き菓子
「ブイボー

応募資格：〇ひとり親世帯であり就学に関して経済

ル」とのセット100円で提供しており、新メニュー

的に困難な生徒。

のシフォンケーキも大変好評です。

〇全国母子寡婦福祉団体協議会加盟団体

スターバックス店員の指導による本格的な接客と

（全母子協）の会員（女川町ひとり親家庭

居心地の良い店内で、くつろぎのひとときをお過ご

福祉会等）
及び入会を希望する方の子ども

しください。
営業時間

〇夢を実現するための意欲があり、社会

午前10：00

貢献への積極的な姿勢のある品行方正な

～11：30
場

所

生徒

女川高等学園

募集要項：全国母子寡婦福祉団体協議会のホームペ

「白亜館」

ージに記載しています。
応募締切：2020年４月20日
（月）

応募をご希望の方は女川町ひとり親家庭

開店の目印はこののぼりです！

福祉会までご連絡下さい。

問合せ先：女川町ひとり親家庭福祉会

御存知ですか?!「世界自閉症啓発デー」

担当

事務局

久保・須田
（女川町社会福祉協議会内）

国連総会において、毎年４月２日を
「世界自閉症
啓発デー」とすることが決議され、全世界の人々に

救急医療情報キットご利用の皆様へ

自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。
自閉症は、社会性の障害や他者とのコミュニケー

社協では、65歳以上のひとりぐらし・ふたりぐ

ション能力に障害・困難が生じたり、こだわりが強

らしの方並びにひとりぐらしの障がい者の方々を対

いといった特徴を持っており、日本でも、世界自閉

象に、常時冷蔵庫に保管し、救急時に必要な情報を

症啓発デー・日本実行委員会が組織され、自閉症を

提供する
「救急医療情報キット」
を希望により配布し

はじめとする発達障害について、広く啓発する活動

ておりますが、服用しているお薬または、住所・緊

を行っています。具体的には、毎年、世界自閉症啓

急連絡先等に変更がありましたら更新が必要です。

発デーの４月２日から８日を発達障害啓発週間とし

なお、更新に伴い新たな用紙が必要な場合は社協

て、シンポジウムの開催やランドマークのブルーラ

事務局までご連絡下さ

イトアップ等の活動を行っています。

い。
また、情報キットを

なぜ、ブルーなの?!

新規に希望される方も

ブルーは癒しや希望などを表す色として、世界自

お渡しいたしますので

閉症啓発デー日本実行委員会は、青
（ブルー）
を自閉

ご連絡ください。

症や発達障害を理解していただくためのシンボルカ
ラーとして使用しています。
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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。
（単位：円）
寄附金
（敬称略）（1月11日～3月10日受付分）

行政区

氏

宮ケ崎

遠藤重子

町

朗読ボランティアあじさい

40,609

石巻市

国際ソロプチミスト石巻サンファン

50,000

東京都

㈱ブリッジ

50,000

東京都

日蓮宗東京都北部社教会

10,000

長野県

南箕輪村社会福祉協議会

67,939

三重県

四日市メリノール学院

10,230

内

発行 女川町社会福祉協議会

《募

名

金

町内設置の自動販売機販売手数料を寄付いただきました。
（平成31年３月～令和２年２月）

額

5,000

氏

名

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社

年

額

12,414

株式会社伊藤園

330

土日無料法律相談会
法テラス東松島では、下記日程で土日に無料法律相
談を実施しており、すべての方が無料で弁護士による

集》

法律相談を受ける事ができます。平日に相談が困難な
方は是非ご利用ください。
相談実施日時：５/９（土）
・５/23（土）

喫茶店を開いてみませんか？

10：00～16：00
ご利用方法
東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町
村に平成23年３月11日に住居や営業所があった方は、
法人・刑事事件以外の法的な問題について、弁護士・
司法書士による法律相談を無料でご利用いただけます。
また、経済的に余裕のない方で、収入・資産などが一
定の基準以下の方についても無料法律相談がご利用い
ただけます。

場

〒
−986
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

2243

53

所：特別養護老人ホームおながわ内
喫茶スペース
設備使用料：10,000円／一か月
（※水道光熱費込み）
営 業 日：週５日間営業
営 業 時 間：９時～18時の中で４時間以上
（※昼時間は営業必須）
広
さ：20～25畳程度
設
備：ＩＨコンロ・冷蔵庫付き
テーブル・イス等も無料貸し出し
ＯＫ
条
件：衛生管理責任者資格をお持ちの方
施設入居者も利用しやすい料理や
価格設定
問い合わせ：0225－53－5181
特別養護老人ホームおながわ
（担当：佐藤・齋藤）

平日の無料相談
○弁護士による無料相談（火曜日・水曜日・金曜日）
○その他専門家による無料相談
司法書士・税理士（第２・４を除く月曜日）
社会保険労務士（第２・４火曜日）
土地家屋調査士（第３火曜日）
社会福祉士（水曜日）
行政書士（奇数月の第１金曜日）
建築士（第３金曜日）
【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、交通事故など
法的トラブル
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）
（受付：平日９時～17時
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相談：平日10時～16時）

