
　新型コロナウイルス
の影響により自粛生活が
長引く中で、宮ケ崎に住む
遠藤重子さんは「家で何かできること
はないか」と考え、雑巾作りを始めま
した。その取り組みを、宮ケ崎区
『四つ葉会』の会長さんが知り、「小
中一貫校が８月から始まることも踏ま
えて、皆で雑巾を作り、寄贈したらど
うだろうか」との発案で、今回の雑巾
の贈呈となりました。
　贈呈式では、四つ葉会の皆さんが力
を合わせて作成した雑巾「520枚」を
女川町教育委員会に寄贈いたしまし
た。
　皆さん、一人ひとりの思いやりがこ
のような取り組みへと繋がって行くの
でしょうね。

8AUGUST.2020

社協
だより
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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。
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　この度、女川町社会福祉協議会会長の任を仰せつかりました。
　この大役を考えますと水産一筋の私にとっては身が引き締まる思いです
が、代々の会長の意を大事にしながら、今、目の前にある課題に取り組ん
でいく覚悟ですので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
　さて、震災から10年目を迎え、町はほぼ復旧の兆しが見え始め、町に
も力強さがでたように思われます。復興計画に基づいた水産、商工、観光
等ハード事業は震災前以上の復活が見られます。
　これからは、ソフト面の充実が地域に住む人の願いだと思っております。少子高齢化・核家族化が進み家
族形態が多様化した現在、他者を気にかけ、お互いに助け合う地域社会の構築を目指したいと思います。ま
た、一人ひとりの幸せの実現に向けた地域づくりを進めるために、「守る」「支える」「つくる」「つな
ぐ」の四つの機能を活かし住民主体の共に生きる社会づくりを目指して行きたいと思っております。
　しかし、残念なことに全世界が新型コロナウイルスに見舞われており、我が町でも当然すべての面で大き
な影響を受けております。この困難な時こそ町との協力のもと、社協も本来の目的を果たすべきだと思って
おります。そのためにも、本会の執行部である理事の皆様と事務局が一丸となって取り組む所存です。また、
誰もが安心して大好きなこの町に住み続けることができるよう、皆様の積極的な地域参加と応援をよろしく
お願いいたします。

　７月１日付で採用されました。石巻市在住ですが、親が出島出身のため女川
町は小さい頃から馴染みのある町です。看護学校卒業後は、10年間医療機関
で看護師として勤めてきました。福祉関係の仕事は初めてになるため、不慣れ
な部分もございますが、より良い地域づくりに向けて住民の皆様とともに精一
杯取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

会　長　　髙橋　孝信　　　　理　事　　土井　賢亮　　　　理　事　　三浦ひとみ
副会長　　齋藤　俊美　　　　理　事　　勝又　菊枝　　　　監　事　　遠藤　　貢
副会長　　髙橋　正典　　　　理　事　　平塚　勝志　　　　監　事　　渡邊　智仁
理　事　　佐藤　良一　　　　理　事　　齋藤　　俊

中嶋　憲治　　　　阿部　淑子　　　　鈴木　文夫　　　　佐々木健仁
仲松　　晃　　　　木村佳代子　　　　阿部　　求　　　　志賀　勝美
鈴木　誠喜　　　　阿部　義一　　　　鈴木　　浩
三宅　仁子　　　　石森　洋一　　　　佐竹　　忠
木村　廣靖　　　　阿部　進一　　　　石森　洋悦

会長就任あいさつ

役　員

評議員

会　長　髙　橋　孝　信

所属：事務局　総務係　　　　　　氏名：酒
さか
井
い
　陽

あき
菜
な

女川町社会福祉協議会会長就任のお知らせ

新たに職員が入職いたしましたので紹介します。
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法人運営事業　　　　　　　　　  53,429,913円 法人運営事業　　　　　　　　　  47,367,946円

福祉サービス利用援助事業　　　　 5,193,756円 福祉サービス利用援助事業　　　　 2,575,756円

地域活動支援センター　　　　　  18,057,758円

生活支援体制整備事業　　　　　　 4,666,367円

地域福祉活動推進事業　　　　　　 1,191,930円 地域福祉活動推進事業　　　　　　　 739,387円

地域包括支援センター　　　　　  28,875,912円

※会費や寄附金・補助金など ※法人全体の運営にかかる費用

※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

※県社協補助金、共同募金配分金など ※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

※町からの受託金、介護保険事業収入

地域活動支援センター　　　　　  18,057,758円

生活支援体制整備事業　　　　　　 4,666,367円

地域包括支援センター　　　　　  28,875,912円

※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

※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

　令和元年度は、年度末にかけ本町においても新型コロナウイルスの影響から地域活動の自粛などが
見られましたが、本会が掲げた事業計画及び収支予算については下記のとおり概ね計画通り執行する
ことができました。

収入合計　111,415,636円 支出合計　102,283,126円

収入合計111,415,636円－支出合計102,283,126円
　　　　　　　　　　　　　　＝9,132,510円（令和２年度へ繰越）

令和元年度実施事業・決算報告

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
令和元年度重点活動

◇地域の実態把握
◇様々な集いの場を開催できるような促し
◇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
◇ふれあい福祉バス事業の実施

①　地域コミュニティの活性化・支援
◇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開催の支援

③　総合相談体制の充実

◇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

②　人材育成

◇地域包括支援センターの受託運営
◇地域活動支援センター「うみねこ園」の運営

その他の事業

重点活動における具体的な実施事業

一般会計決算のあらまし

　住む地域について、関心を持つこと。そして、そこから
地域のなかで不自由さを抱える人や様々な活動を行ってい
る人の存在に気付いていく。本会では、今後もそのような
種をたくさん蒔きながら、住民の皆さんと一緒に育ててい
きたいと思っています。
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生活支援コーディネーターの

NO.8「いいものみ〜っけ！」

　皆さん、現在も新型コロナウイルス感染症対策として「3密」を避け、マスクの着用・手洗い・消毒等自
分にできることを心がけていると思います。
　今回の「いいものみ～っけ！」は、新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」解除に伴い、少しずつで
はありますが、地域の皆さんも動き出している様子をお知らせいたします。

　大原北区にある“ふれあいカフェ”は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月13日からお休みと
なり、GW明けまでの予定を延長して5月17日までのお休みでした。

　５月18日の再開時は、
待ちに待った住民さんが
足を運び、「毎日テレビ
とにらめっこ。もういい
よ。」、「人と会えない。
こんなに寂しいなんて
ね。」・・・「みんなに会

えて、安心した。」、「やっとだね。」という会話が飛
び交うなかで、久々に見るみなさんの笑顔がとても
印象的でした。

　また、婦人部の方々も、「みんな家で何している
のだろうか。」、「買い物は？」、「きちんと食べてい
るかしら」など住民さんを思うあまり、何かしてあ
げたい気持ちがどんどん大きくなり、カフェが再開
したことを受け、ほんの少しではあるけれど「おに
ぎり」を作ってみなさんに食べてもらおう！という
ことになり、区長へ相談し区からも協力をいただき
ながら、おにぎり弁当の提供をしました。

　そして、当日の５月23日（土）は、皆さん提供
時間までカフェでくつろぎ、提供開始15分で50個
用意したおにぎり弁当が全てなくなりました。婦人
部の方々の安堵の表情と、お弁当を受け取ったみな
さんの喜ぶ姿がそこにはたくさんありました。

～大原北区婦人部役員有志による手作りおにぎり弁当の提供！！～

皆さん、マスク生活は慣れましたか？この生活…まだまだ続きます！

大原北区ふれあいカフェ 再開！地域ズーム
アップ！　

婦人部有志の皆さんによるおにぎり弁当づくり

ふれあいカフェ再開
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あなたのまちのいい人み～っけ！

　新型コロナウイルスの影響により、地域活動や集会所での集い場の自粛が続いている中、自分たちの健康
維持など「3密」に気を付けながら屋外活動を行う地域が多く見られました。自粛のなかでも、なるべく普
段通りの生活を送ることでストレスの軽減を図ることはもちろんですが、体を動かすことだけではない大切
なコミュニケーションづくりがそこには　ありました。

女川町みんなが元気皆勤賞
（ペタンク・グラウンドゴルフ編）

　ペタンクや卓球など　”他地区との交流試合がしたい“　と交流を楽しんでいる地域も多くなっています。
コーディネーターは、地域と地域を結ぶお手伝いも致しますので、ぜひお声掛けください。

ペタンクの部

グラウンドゴルフの部

（宮ケ崎区　球遊会）

（上３区　サクラの会）

（女川北区　コスモスクラブ） （旭が丘区　旭クラブ） （大原北区　ころころ会）

（女川南区　女川南クラブ）

（清水区　あおぞらクラブ）

（旭が丘区　旭クラブ）

コロナなん
かに

　　　　負
けないぞ！
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うみねこ園だより
　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、今もなおボランティ
アさんや地域の方との交流が難しい状況が続いています。
　それでも、常日頃からお世話になっているボランティアさん
に元気な姿をお伝えしたいと思い、みんなで作ったのが「元気
ですよカード」。少しでも明るい気持ちになってもらえれば…と、
活動の中でのちょっと楽しい写真を使って作成したうみねこ園
の元気が詰まったカードを送らせていただきました。

　前述のように、ボランティアさんとの活動が難しくなっている中、
いつもと変わらず畑づくりを行ってくれたのがボランティアの鈴木
さん。肥料を入れたり、畑を耕したり、種芋を植え付けたり…といっ
た作業を、今年もしてくださいました。
　そのような地道な作業を経て、日々健やかに育つじゃがいもを今
年はみんなで観察することに。茎や葉の長さを測ったり、写真を撮っ
たり、ときにはほんの少しですが雑草を取ったり。
　外に出る機会が少なくなっている中、数少ない屋外での活動に充実した表情を浮かべていた利用者さんた
ちでした。
　この記事がみなさんの目に触れる頃には既に収穫は終えている予定。畑を管理していただいたボランティ
アさんに感謝しつつ、収穫を楽しみましょう！

　逆に、ボランティアとしてお世話になっている更生保護女性会の皆さん
や阿部苑子さん、浅野雅子さん、そして保護者でもある赤坂はる子さんか
らは手作りマスクをいただきました。こちら側が元気のおすそ分けをして
いるつもりが、逆にうみねこ園にエールを送っていただいた感じです。頂
戴したマスクは、どれも素敵なもので、翌日からさっそくつけてくる利用
者さんもいたりとみなさん気に入った様子で、毎日いろいろなマスクを楽
しんでいるようでした。
　今はまだ、先が見えない状況が続きますが、また一緒に活動出来ること
を楽しみにしつつ、今後も様々な形で交流していければと考えています。

元気のおすそわけ

野菜よ、おおきくなぁれ！
～野菜の成長観察、始めました！～

相喜フルーツ　様
赤　間　商　会　様
女川スーパーおんまえや　様
イオンスーパーセンター石巻東店　様

セブンイレブン宮城女川店　様
セブンイレブン女川バイパス店　様
高　橋　酒　店　様
ツルハドラッグ宮城女川店　様

この度、宮ケ崎区に新たにできた
　佐藤貞商店様にも販売店として
　　協力いただけることになりました。

はや美印刷　様

　うみねこ園では、シーパルちゃんのイラスト入り女川町指定のゴミ袋を販売して
います。また、町内の下記事業所でも協力をいただき販売させていただきますので、
ぜひお買い求めください。

女川町指定ゴミ袋を販売しております。
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貸付のおしらせ（再掲）

緊急小口資金の特例貸付

赤い羽根「子どもと家族の緊急支援」のための募金に御協力ください

総合支援資金

　社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの影響により、
生活に困窮している世帯を対象に貸付を行っています。

　国土交通省では独立行政法人自動車事故対策機構と協力して、自動車事故を原因として介護を必要とする
重度後遺障害者の方々とそのご家族の経済的・精神的負担の軽減を図るために、様々な支援を行っています。

ご不明な点がございましたらお気軽に
　　各担当窓口までお問合せ下さい！

〈国土交通省〉
●短期入院・短期入所協力事業
●介護者なき後に備えるための情報事業
問合せ先：国土交通省自動車局保障制度参事官室
TEL：03－5253－8111（内線：41418）

〈自動車事故対策機構〉
●介護料の支給
●短期入院・短期入所費用助成　※対象：介護料受給者
●介護相談・訪問支援　※対象：介護料受給者
●療護施設の設置・運営　●交通遺児等貸付制度
●介護者なき後に備えるための情報提供　など
問合せ先：自動車事故対策機構仙台主管支所
TEL：022－204－9902

「申請受付期間が７月末から
『９月末』まで延長となりました！」

【対象】
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により
収入の減少があり、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
【貸付上限額】
通常は10万円、下記に該当する世帯は貸付上限額
20万円以内
【措置期間】１年以内
【償還期間】２年以内
【貸付利子・保証人】無利子・不要

１　寄付受付期日：令和２年９月30日（水）まで
２　寄付金の使途：新型コロナウイルス感染拡大及び緊急事態宣言等により、地域で増加すると考えられる
　　子どもと家族をめぐる生活課題に対する緊急支援活動を助成
３　寄付金受入口座　　七十七銀行　県庁支店　　普通預金　　５０１３５９１

　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人宮城県共同募金会　会長　本木　隆

※�送金手数料は各自ご負担くださいますようお願い申し上げます。また、領収書をご希望される場合は、通
信欄に「領収書希望」とご記入して下さい。

ご不明な点は「宮城県共同募金会」までお問い合わせ下さい。TEL：022－292－5001

　６月号でもお知らせいたしましたが、只今新型コロナウイルス感染拡大防止のため、しばらくの間中止とさせて
いただき、開催については未定となっております。再開の目途がつき次第、紙面にてお知らせいたします。

申込先：女川町社会福祉協議会　　TEL：�53-4333
※�ご希望される方、ご不明の点につきましては詳細を
ご説明いたしますので、お問い合わせください。

【対象】
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減
少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維
持が困難となっている世帯
【貸付上限額】　①　（２人以上）　月20万円以内
　　　　　　　②（単身）月15万円以内
【貸付期間】原則３カ月以内
【措置期間】１年以内
【償還期間】10年以内
【貸付利子・保証人】無利子・不要
※�償還期限までに貸付金を償還しない場合、延
滞元金につき、延滞利子が発生します。

※�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。

自動車事故被害者救済制度について

女川高等学園カフェ及び女川温泉ゆぽっぽ健康講話について

しゃかいふくしほうじんみやぎけんきょうどうぼきんかい も と き たかしかいちょう
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　法テラス東松島では、土日に法律相談を実施しており、
無料で弁護士による法律相談を受ける事ができます。�但
し、新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止となる
場合がございます。
　また、事前予約を優先させていただいておりますのでご
了承下さい。※火・水・金（祝日除く）も相談を行っており
ます。

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

受付時間：平日９時～17時　相談時間：平日10時～16時
TEL：050−3383−0009

　ボランティア活動保険の特定感染症に指定
感染症（新型コロナウイルス）が追加されまし
た。
　このことにより、活動中に感染者と濃厚接
触し、新型コロナウイルスに感染した場合な
どは補償の対象となります。
　なお、詳細やご不明な点につきましては、
下記までお問合せ下さい。
女川町社会福祉協会ボランティアセンター

TEL：53－4333

ボランティア活動保険における
「新型コロナウイルス」の取り扱いについて

寄附金（敬称略）（5月11日～7月10日受付分）（単位：円）

行政区 氏　　　名 金　額
針　浜 阿　部　正　勝 100,000
上　三 匿　　　名   30,000
宮ケ崎 ヤマセ内海商店     5,000
東京都 ㈱ブリッジ   50,000

　皆様から頂く寄附金は、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。

　本会では、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。

【お詫び】６月号掲載　賛助会費　大原南　木村和加子　様と掲載いたしましたが正しくは「西区」の誤りでした。
　　　　　大変申し訳ございませんでした。

皆様の善意に感謝申し上げます。

特別会費（敬称略）　（5月11日～7月10日受付分）

行政区 氏　　　名 行政区 氏　　名 行政区 氏　　名
大　沢 阿　部　邦　雄 浦宿一 ㈲　針　の　浜　屋 産業区 ㈱　オーテック
大　沢 ㈱　石　森　商　店 上　二 ㈲　聖　花　園 産業区 ㈱　岡　　　清
大　沢 丸　五　商　事　㈱ 小乗浜 宮城県開発㈱女川採石事業所 産業区 ㈱　御　前　屋
針　浜 ㈱　ヤ　マ　ホ　ン 小乗浜 女川商工事業協同組合 産業区 ㈱黄金タクシー
浦宿一 ㈱　オ　ナ　ガ　ワ 清　水 的　場　登美子 産業区 鈴　幸　漁　業　㈱
浦宿一 幸　勝　水　産　㈱ 江　島 小　山　盛　雄 産業区 ㈱　鮮　　　冷
浦宿一 ㈱　黄　金　バ　ス 江　島 木　村　悦　雄 産業区 フラワーショップさとう
浦宿一 田　中　建　設　㈱ 産業区 ㈱　赤　間　商　会 石巻市 宮城原子力サービス㈱
浦宿一 ㈱　高　　　政 産業区 女川魚市場買受人協同組合

よりよい地域をつくるために

賛助会費（敬称略）　（5月11日～7月10日受付分）

行政区 氏　　　名 行政区 氏　　　名 行政区 氏　　　名
旭が丘 阿　部　信　雄 宮ケ崎 齋　藤　俊　美 産業区 石巻信用金庫女川支店
旭が丘 鈴　木　建　設　㈱ 塚　浜 ウツエバルブサービス㈱ 産業区 ㈱仙台銀行女川支店
浦宿三 平　塚　　　徹 駅　内 女川温泉　ゆぽっぽ 産業区 ㈱七十七銀行女川支店
上　一 中　村　傳　二 産業区 ㈱　女川魚市場
清　水 佐　竹　　　忠 産業区 岡　八　百　屋

土日無料法律相談会 ボランティアセンターからの
お知らせ

相談実施日時８/８（土）・８/22（土）
受付時間10時～16時


