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やまもとのふくし
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主な記事

24 時間テレビチャリティ募金活動
地域活動の紹介 社会福祉大会表彰者の紹介など

春を告げる花の代表である福寿草（左）と早春の日を受けて一斉に花開くク
ロッカス（右）。
少し先になりますが、春を感じる２種類の花を紹介します。
撮影：山元町内

この広報紙には、
SPコードが付い
ています。視聴覚
障害者の方もス
ピーチオで 音 声
確認ができます。

社会福祉法人

山元町社会福祉協議会 山元町ボランティアセンター（協議会内）

山元町浅生原字作田山２番地 71

TEL0223-37-2785

FAX

0223-35-6068

〇訪問介護事業所 山元町高瀬字合戦原 113-37
TEL/FAX 0223-37-5123

この 広 報 紙 は、
皆様の会費と共
同募金の配分に
より作 成 致しま
した。

〇山元町共同作業所 山元町真庭字名生東 75-7
TEL 0223-37-0205

FAX

0223-37-0203

〇山元町障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰやすらぎ（共同作業所内）
TEL 0223-37-5457

テレビチャリティ募金活動
間
時
24
当協議会で、毎年開催していました『やまもと地域交流福祉まつり』を、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止し、24 時間テレビチャリティ募金活動のみを行いました。
◆募金箱の設置
令和２年８月３日（月）から８月 14 日（金）
町内企業等に依頼 25 か所（合計 31,397 円）
役場内各部署に依頼 22 か所（合計 12,799 円）
◆街頭募金活動
令和２年８月 23 日（日）
フレスコキクチ山下駅前店 112 名（大人 96 名・子ども 16 名）
やまもと夢いちごの郷

76 名（大人 58 名・子ども 18 名）

◆募金者数

188 名（大人 154 名・子ども 34 名）

◆募金総額

171,336 円（Ｒ１年度 198,200 円）

※集まった募金は七十七銀行をとおし、ミヤギテレビへ送金しました。

ご協力ありがとうございました！今後ともよろしくお願いいたします。
プハンディ体験学習を行いました。
キャッ

福祉体験
当協議会では、小・中学校等で行われている福祉体験（キャップハンディ体験）学習のお手伝いをしてい
ます。福祉体験学習は、協力者（講師）による講話や、交流・体験をとおして、障害や高齢に伴う心身の変
化や、その生活を知り、思いやりを育む中で、障害者や高齢者をはじめとする地域に暮らす人々の日常生活
課題に①目をむけ、
②考え、やがては③その解決に向けて動くためのきっかけ（土壌）づくりをねらいとして
実施するものです。様々な活動を通して相手のことをよく知り、自分のことも知るという「人が共に生きる」
学習とも言えます。山元町社会福祉協議会は、福祉体験学習の実践を通して、誰もが暮らしやすいまちづく
りを目指しています。

令和２年 12 月７日（月）坂元中学校 福祉体験（キャップハンディ体験）学習を行いました。
車いす体験・白杖体験・妊婦疑似体験を通して、「目が見えないことの大変さがわかった」
「自分たち
に何ができるのかを考えた」「お腹が重くて動くのが大変だった」等の感想を聞くことができました。
また、ボランティア友の会のメンバーさんにもお手伝いしていただきました。
妊婦疑似体験の様子

車いす体験の
様子

10 ㎏の重りをつけてマットに
横になっています

白杖体験の様子
アイマスクをつけて
歩いています。
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フードドライブに
ご協力をお願いします。
山元町社会福祉協議会では、生活困窮者対策としてフードドライブを行います。
提供いただいた食品は、経済的に困窮した状態やさまざまな理由から、食べる物がなくて困っている
方々への支援に活用させていただきます。
フードドライブを推進することにより、「食品」を介して地域における人と人とのつながりをつくり地
域で支え合う社会の実現に寄与していきます。
ご賛同いただける方は、ぜひご協力をお願いいたします。
また、お困りの方はご相談ください。

個人や団体、企業から
食料品の提供

山元町社会福祉協議会

必要とする方の
支援に活用します。

ご提供していただきたい食品

玄米・缶詰・カップ麺・レトルト食品等
・賞味期限が明記されている（２カ月以上あるもの）
・外装が破損していないもの、未開封のもの。
・生鮮食品、酒類は受け付けておりません。
（※まだ充分食べられる食品や、防災備蓄品の買い替え等で寄贈を考えている
企業様、個人・グループの皆さまは下記までご連絡をお願い致します。
）
受付／問い合わせ先 社会福祉法人 山元町社会福祉協議会
〒989-2203 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山 2-71
TEL 0223-37-2785 ／ FAX 0223-35-6068 担当：川辺
受付時間９時～ 16 時
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地域活動の紹介
つばめの杜東区で、『なかよしサポート会』が活動しています。なかよしサポート会とは、民生（児童）委
員や自治会役員スタッフ等、つばめの杜東地区に住んでいる住民の有志で構成されているボランティアグ
ループで、体力低下や認知症、引きこもり、老老介護など、少しだけ気になる（心配な）世帯（個人）に対し
て、
『そっと見守り・ちょこっと声がけ・ちょっこらお手伝い』をしている会です。

なかよし

サポ

ート会

素敵な笑顔を見てもらうため、マスクを外して撮影しました。

毎週つばめの杜東区集会所で、なかよしサポート会以外でもさまざまな活動をしているメンバーですが、
月に１回『なかよしサポート会』として、社会福祉協議会の生活支援コーディネータ―となじょすっぺ会（福
祉情報共有会）を行っています。この１か月、気になることがなかったか、困っている方がいなかったかわ
いわいガヤガヤしながら話し合っています。
このように、地域住民や地域で活動している多様な団体・個人が誰かの困ったこと、心配なことを「自分
のこと」として考え、かかわることで、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながっていきま
す。地域の住民一人ひとりの暮らしと生きがいをともに考え創っていくことで、これから迎える少子高齢
化、人口減少社会に備えることができます。

ほっこ

りかさのカフェ

ほっこりかさのカフェ楽しむ様子

笠野区にある集会所で『ほっこりかさのカフェ』が始まりました。昔
懐かしい笠野区の映像を見たり、輪投げゲームをしたり、紐引きゲーム
をしたりと新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催時間は１時間程度でしたが、皆さんとても楽しんで
いる様子でした。
今後も月１回、第４木曜日（午前 10 時～）に笠野区集会所で開催予定となっています。
皆さんもお気軽に遊びに来てください！
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やまもと みみをすませば 活動報告
社協で養成したお元気支援ボランティア『やまもとみみをすま
せば』は、サロン内での傾聴活動を中心として活動しているボラ
ンティアグループです。
現在の活動は、合戦原・桜塚集会所内で月２回（第２ . ４月曜
日）
「あっぷるサロン桜塚住宅」と笠野区集会所で「ほっこりか
さのカフェ」
（第４木曜日）を行っています。
ボランティア活動の様子

「あっぷるサロン桜塚住宅」
（上記写真）では、軽体操
や小物づくり、脳トレ、ゲーム等を行っています。ま
た、
「ほっこりかさのカフェ」
（左記写真）では、グラウ
ンドゴルフを行いました。初めてチャレンジした方も
いましたが、皆さん「とても楽しかった。
」と笑顔が見
られました。これから寒くなりますが、晴れた日には
ボランティア活動の様子

牛橋パソコン
学ぶ会

パソコンを学ぶ皆さんの様子

また実施したいと思います。

牛橋パソコン学ぶ会は、
「パソコンを覚えたい、やっ
てみたい。」との区民の声から、平成 30 年 11 月に発足
し牛橋区民会館２階で毎週水曜日に毎回 15 名程で開催
しています。
今年度はコロナ禍のため休止していましたが、
「パソ
コンを学びたいので開催してほしい。
」との声に９月に
再開しました。開催にあたっては、マスクを着用し、
入室の際は消毒と検温、部屋の換気、密にならないよ
うに席の配置等に気を配り、感染防止を図りながらパ
ソコンを学んでいます。参加者からは「気を使わないメ
ンバーでパソコンを覚えられるので楽しい。
」との声が
多く聞かれ、この教室が地域の居場所づくりであり、
交流の場所となっています。

全国本田労働組合連合会宮城地方協議会の皆さまによる
車いす点検・整備ボランティア活動
去る 12 月２日（水）、全国本田労働組合連合会宮城地方協議会の 12 名の皆さまがボランティア活動とし
て、当協議会で保有している 12 台の車いすの点検・整備をしてくださいました。
新品同様の仕上がりで、利用者の皆さまからも大変喜んでいただいております。
全国本田労働組合連合会宮城地方協議会の皆さま、本当にありがとうございました。

全国本田労働組合連合会宮城地方協議会の皆さまと整備の様子
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ありがとうございました！

「山元町の福祉に役立ててください。
」と次の方々から
ご寄附をいただいております。
（令和２年８月１日～ 11月 30 日）

寄付金
〇霊友会「ありがとうこだま基金」様
〇吉村敏子様・吉村厚郎様
〇福島ヤクルト販売㈱ヤクルト親交会様
〇匿名

100,000 円
20,000 円
15,000 円

福島ヤクルト販売㈱ヤクルト親交会様

200,000 円

赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金運動へのご協力ありがとうございます。
令和２年 10 月１日～ 12 月 31 日まで「国民の助け合い活動」として共同募金運動を行いました。
町民の皆さまには「戸別募金」など、大きなご協力をいただきありがとうございました。

共同募金での支援状況

・全国の募金からの助成事業（被災３県の特別配分助成）
被災地住民支え合いサポート募金助成事業 29 団体 総額 1,450,000 円
・宮城県内の募金からの支援事業
住民力・地域力・福祉力を高める支援事業 １団体
安心生活支援事業（テント配分） ３行政区
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総額 80,000 円

〇二二三ー三五ー六〇六八

山元町共同募金委員会より

●発行日／二〇二一年 一月二十日 第三十号
●発 行／社会福祉法人 山元町社会福祉協議会 山元町ボランティアセンター
山元町浅生原字作田山二番地七一 ＴＥＬ 〇二二三ー三七ー二七八五／ＦＡＸ
作／社会福祉法人 共生福祉会 萩の郷福祉工場

あたたかい善意
ありがとうございます。

●制

受賞者の皆さんと当協議会会長と副会長

福祉のまどぐち）」

表彰状
宮城県社会福祉協議会会長表彰
社会福祉協議会役職員功労
渡邊 貞子 様 阿部 正紀 様 鈴木 敬一 様
清野 忠彦 様
宮城県共同募金会会長表彰
奉仕功労者
清野 忠彦 様
感謝状
宮城県共同募金会会長表彰
篤志寄附団体
曹洞宗亘理郡内寺院青年会 様
奉仕功労者
伊藤 正平 様 齋藤 智博 様 樋口 太一 様
清野 忠義 様 永谷 耕市 様 坂根
守様
（故）庄子 孝典 様

山元 町 社 協 広 報 紙 ＆ 情 報 紙 や ま も と の ふ く し

去る 11月５日（木）
、第 66 回宮城県社会福祉大会が仙台サンプラザにて開催され、社会福祉の発展にご
尽力頂いた方々が表彰されました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、規模を大幅に縮小
し、代表受賞者の方のみに限定した開催となりました。山元町内でも下記の方々が受賞されましたので、
11月 20 日に当協議会にて表彰式を行い、感謝の意を表しました。

「 Window
（ウインドウ

宮城県社会福祉大会

