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とりの思いやりの気持ちが
一人ひ
支えています
まちの福祉を
赤い羽根共同募金の街頭募金活動を行いました！

社協ひろば
平成29年度特別会費・賛助会費のご協力まことにありがとうございます。
特別会費
★㈱庄内測量設計舎
★㈲川村ガス工事店
★㈲余目衛生事業所
★高平建設㈱
★興成設備工業㈲
★㈲斎藤タップ
★庄内余目病院
★余目タクシー㈲
★板垣建設管工㈱
★㈲柿崎建具店
★安藤整備工業㈱
★関東自動車興業㈱
★㈱寿商会
★菅原管設備
★㈲余目電気工事
★安藤建設㈱
★㈱ひさげ運輸
★前田製管㈱本社工場
★㈱ワタナベ冷暖サービス
★㈱アロマ
★㈱関東自動車学校
★㈲マルハ産業
★㈱マルハチ

★今野建設㈱
★共同鉄筋㈲
★㈱アマルメ工芸社
★上野建設㈱
★十和建設㈱
★㈱工藤建設
★㈱安藤組
★㈲連枝砂利
★㈱アマルメ工学
★㈱三幸
★㈲原田米穀
★㈱マルミチ
★㈲疋田建設
★㈱秋庭建設
★小林建設㈱
★医療法人 奥山医院
★佐藤建設㈱
★㈱泉屋商店
★㈱日本海トラベル
★出羽庄内森林組合
★鮭川酒造㈱
★㈱庄内ゴルフ倶楽部
★立川窯業㈱
★㈱立川モータース
★㈱狩川佐藤組
★㈲三羽製作所
★㈲秋葉建設
★医療法人 崇仁会
★奥山歯科診療所
★山形ソリューションビジネス㈱
★㈱大滝電器
★㈱ブルー
★庄内通信建設㈱
★㈲佐々木水道

庄内町社協

クイズ?

○にあてまはる文字を入れてください。

クイズ：10月１日から全国一斉に○○○○共
同募金が始まりました！
☆ヒント☆今回の「福祉しょうない社協」のどこかに正解
が隠れているよ
（бвб）♬

クイズ正解者の中から抽選で3名様に障害者多機
能型施設ひまわり園の製品をプレゼントいたし
ます。たくさんのご応募お待ちしております！

赤い羽根共同募金の街頭募金活動を本会理事の参加のもと、10月１日（日）に「しょうない秋
まつり」において実施いたしました。多くの町民のみなさまからご協力をいただき、17,715
円の募金が集まりました。本当にありがとうございました。
健やかでやさしい健康・福祉のまちづくりのため、今後もみなさまのあたたかいご支援とご
協力をよろしくお願いいたします。

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分で発行しています。

☆応募方法☆
はがき、またはHPの応募フォームより、必要事項【①クイ
ズの答え、②住所、③氏名（フリガナ）、④年齢、⑤電話番
号、⑥福祉しょうない社協の感想やご意見】をご記入のう
え、平成29年12月11日（月）
（必着）までお送りください。
【はがきのあて先】
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜23−１ 庄内町社協クイズ係
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※みなさまからいただいた個人情報は、当選者への賞品の発送や
今後の地域福祉活動の参考にさせていただきます。 ＨＰの応募 →
他の目的には使用いたしません。
フォームは →
※クイズの答えは、次号に掲載させていただきます。 こちらから →

福祉しょうない社協36号の答え：南三陸

賛助会費
齋 藤 君 夫（南 野）
佐 藤 昭 一（家根合）
池 田 博 史（上荒宿）
佐藤
一（西 袋）
富 樫 豊 一（木ノ沢）
石塚
俊（新 町）
秋 庭 道 雄（南野新田）
足 達 健 一（下朝丸）
飯野つや子（猿田町）
遠田
武（提興屋）
佐藤
繁（茶屋町）
鈴 木 修 二（廿六木）
佐 藤 秀 康（ 館 ）
髙橋
隆（生 三）
渡 會 光 廣（千河原）
志 田 一 廣（古 関）
佐 藤 一 郎（大 平）
齋 藤 幸 雄（上荒宿）
川 井 庸 夫（囲 町）
今 田 幸 雄（今 岡）

加 藤 信 子（（余）駅前）
乙 坂 喜 吉（三ヶ沢）
佐 藤 冨 美（猿田町）
鶴巻
伸（山水園）
加藤
賢（あかね）
大 滝 美 恵（長 畑）
佐 藤 敏 子（仲 町）
原 田 周 子（廿六木）
黒 井 栄 子（南 口）
奥 山 定 三（茶屋町）
五十嵐勝康（西 野）
齋 藤 義 昭（本 町）
土門
敦（吹 払）
遠 藤 美 樹（吉 岡）
佐 藤 延 子（（余）緑町）
後 藤 直 子（連 枝)
日下部 實（槇 島)
青 塚 玲 子（御殿町）
佐 藤 弘 一（御殿町）

平成29年11月2日現在
（順不同・敬称略）

平成29年度 社会福祉協議会費の
ご協力ありがとうございます！
8月よりお願いしておりました社会福祉協
議会費（住民協力会費）につきまして、皆様の
ご理解・ご協力を賜り、まことにありがとうご
ざいます。
社会福祉協議会費は、総合相談事業・金婚
祝賀記念式・ふれあい福祉まつり・さわやか
ふれあいのつどい・集落いきいきサロン活
動・食事（配食）サービス等の地域福祉活動
を推進する貴重な財源となって
おります。
今年度まだ納入していない世
帯につきましても、本会の事業に
ご理解を賜り、ご協力をお願い申
し上げます。

“つながり ささえあう みんなの地域づくり”

平成29年度歳末たすけあい募金
みなさまのあたたかいご協力
よろしくお願いいたします。
お願い期間

11月７日~12月５日
福祉
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10月1日から全国一斉に
募金が始まりました
い羽根共同
〜
赤
〜

苦楽を共に二人で歩んだ半世紀

10月20日（金）
狩川公民館にて

赤い羽根

【赤い羽根共同募金】
社会福祉法に規定されている1947年
に始まった歴史と実績のある全国的な募
金活動です。福祉のまちづくりのための、
住民によるたすけあいの募金です。

赤い羽根共同募金は、
「じぶんの町を良くするしくみ」です。

じぶんの町
【じぶんの町をよくする活動】
集まったお金は、募金されたその地域で
使われます。つまり「じぶんの町をよくする
活動」のために使われています。使い道は
データベース「はねっと」で調べられます。

わたし
みなさまからお寄せいただいた募金は、
じぶんの町を住みやすい町にし、近くで困っ
ていた人を笑顔にしていきます。その嬉し
い気持ちは赤い羽根につながっていきます。

これから
よろしく！

マイクロバスを更新し、
新しいバスの納車式を行いました！

今年度は、昭和43年１月１日から12月31日までに
ご結婚された67組のご夫婦が金婚を迎えられまし
た。まことにおめでとうございます。
祝宴では、五月会、都鵬花会、清川舞踊会の見事な
舞踊披露で、祝宴の席を盛り上げていただきました。
これからもお身体を大切にされ、益々のご活躍をお
祈りいたします。

思い出のエピソードをお聞きしました！
子どもが誕生した瞬間は忘れられません。
孫が大学生になった時、とっても嬉しかった。
孫はとても可愛いです♥
今日（金婚式）という日を、兄弟と共に迎え
られた。 とても嬉しかったです。

受賞おめでとうございます

福祉

福祉向上に貢献された方々︵敬称略︶
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金婚式の様子

★山形県・県民福祉大会県知事表彰
◎民生委員・児童委員功労者
•佐藤 昭一︵家根合︶
★山形県老人クラブ連合会会長表彰
◎老人クラブ育成指導功労者
•遠藤 春雄︵仲町︶
•大倉 錦一︵前田野目︶
★ 老人クラブ会員加入促進キャンペーン表彰
◎新規会員５人増強達成クラブ
• 南野第一老人クラブ• 南野第二老人クラブ
★庄内町老人クラブ連合会会長表彰
◎役員功労者
• 阿部 充悟︵松野木︶• 齋藤
敦︵中島︶
• 佐々木 剛︵興野︶• 佐々木フクコ︵興野︶
•川村 由郎︵館︶•遠藤 春雄︵仲町︶
•今井 秀雄︵仲町︶•澁谷 清︵南野︶
•大倉 錦一︵前田野目︶
★山形県身体障がい者福祉大会県知事表彰
◎更生援護功労者
• 齋藤 義昭︵本町︶
★山形県身体障害者福祉協会会長表彰
◎更生援護功労者表彰
•五十嵐 勝康︵西野︶
★余目身体障害者福祉会会長表彰
◎更生援護功労者表彰
• 石井 栄子︵茶屋町︶• 安達 昌弘︵吉方︶
•三浦 亮一︵小出新田︶
★立川身体障害者福祉協議会会長表彰
•池田 市雄︵千本杉︶

社会福祉協議会が所有しているマイクロバスは、約25年間30万キロもの距離を走り続け、長
年活躍してくれていたバスを更新しました。新しいバスは鮮やかな青色のバスになります！
そこで、10月５日（木）に立川老人福祉センターにおいて、穏やかな秋晴れのもと「納車式」
が行われました。庄内町原田町長をはじめ町議会吉宮議長、各関係者の方々にご参列いただき、
式典を挙行いたしました。また、交通安全祈願として冷岩寺の今野住職様よりご祈祷いただき
ました。
社協バスは、本協議会、庄内町の事業にかかわる運行、
庄内町老人クラブ連合会等の本協議会が支援している福祉
団体の事業等、福祉に関わる事業に利用しております。今
後も新しいバスを様々な事業に活用し、町の福祉の向上に
努めてまいりたいと思います。

福祉

奥山俊一様・敬子様ご夫妻による御礼のことば

【その町に住むわたし】

＜法人・企業の皆様へ＞ 町内の法人・企業の皆様から社会貢献活動として、赤い羽根共同募金への
「法人募金」をご協力いただいております。法人・企業の所得から支出された共同募金への寄付金は、
金額損金扱いとなり法人税上の優遇措置が適用されます。「法人募金」は赤い羽根共同募金活動実施期
間の10月１日から12月31日まで、ご協力いただける法人・企業様を随時承っております。
【お問い合わせ先 庄内町社会福祉協議会総務係 ☎43−3066】
今まで
ありがとう !

金婚ご夫婦を代表して、祝詞と記念品を受け取る
正木尚文様・久美子様ご夫妻

し ょ うない（2）

紹介
コーナー

高齢者
擬似体験

麦茶
コーナー

平成28年度町福祉団体・社協活動の写真・
町内児童生徒の福祉標語を展示しました！

バルーン
アート

折り紙
コーナー

、
高齢者キットを身に着 けて
豆拾いに挑戦！
）

０＾
冷たい麦茶にほっと一息（＾

第

凧揚げ

子どもから大人ま
で楽しんでいます♪

12 回

庄 内 町 ふ れあ い 福 祉 ま つ り
盆栽
コーナー

商品がいっぱい！
掘り出し物を探せ！

◎主催

◎後援
◎協力

福祉

素敵な盆栽だの〜♪

かわりごはん
こんにゃくコーナー

販売
コーナー

販売コーナーでは、 庄内町・鶴岡市・酒田
市の障害福祉サービ ス事業所等の製作品
販売がおこなわれま した！

庄内町ふれあい福祉まつり実行委員会・庄内町社会福祉協議会
庄内町老人クラブ連合会
庄内町民生委員・児童委員協議会 庄内町シルバー人材センター
庄内町ボランティア連絡協議会
余目身体障害者福祉会
立川身体障害者福祉協議会
庄内町母子寡婦福祉会
庄内町余目婦人会
庄内町手をつなぐ育成会
庄内町余目盆栽愛好会
庄内町、庄内町教育委員会
山形県立庄内総合高等学校、庄内町立各小・中学校、障がい福祉サービス事業所のみなさん
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景品
GET !

バルーンアート、折紙コーナー、
高齢者疑似体験の３つを体験
した方には景品をプレゼント♥

同日開催
庄内町 芸術祭開幕記念事業
9月3日（日） 庄内町 文化創造館『響ホール』

空を舞う凧にみなさん感激していました☆

バザー
コーナー

空気をいれて・・・
なにができるかな？

とっても優しい味です♥

南三陸町
義援金活動

高校生ボランティア（庄内総合高校ＪＲＣ部）の
皆さんの元気な呼びかけに、23,879円の募金
が集まりました。皆様のあたたかいご協力あり
がとうございました。

今年度で12回目となる庄内町ふれあい福祉まつりが響ホールを会場に、庄内町芸
術祭開幕記念式事業と同日開催で賑やかに開催されました。会場ではさまざまなコー
ナーを設け、子どもからお年寄りまでみなさんに参加していただき、笑顔あふれるま
つりになりました。来年も素敵な笑顔にお会いできることを楽しみにしています♪

福祉
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社 協 事 業 所 け いじ 板
ひ ま わり 園
菓子工場からお知らせ

労継続支援A型事務
3日、就
所を
視察してきました！

9月1

ひまわり園では、庄内の地域資源を使い、おい
しいスイーツを作っています。
先日贈り物にということで、カゴ詰めお菓子の
依頼を受け製作し、「めんこぐ」出来たのでご紹
介いたします。

お値段等はご希望に合わせて作成できますので、プ
レゼントなどでご入用の際はぜひご相談ください。

ひまわり園就労移行支援事業より…
就労移行支援事業では、就職したいとご希望され
る障がい者の就職に向けた支援を行っています。
毎年就職者も出ております。
就職の希望がある際はぜひご相談ください。

お問い合わせ

障害者多機能型施設ひまわり園

☎42‐0318

身体介護

食事、水分補給の介助
衣類の着替え、整容
体位変換
排泄介助
入浴介助
身体の介助

家事援助

調理
買物
掃除
洗濯
シーツ交換
薬の受けとり

が
私達ヘルパー
て
お手伝いさせ！
いただきます

介護センターほほえみ
訪問介護事業所（ヘルパー）

☎45‐0585
福祉

し ょ うない（7）

庄内町障害者
相談支援センター
☎42‐2232

立川地区で

ひと息カ）フェ☆
☆ほっと内町
認知症カフェ を開催しました！
（庄

「認知症カフェ」とは、認知症の方やその家族、地域住民や専門
職などが相互に情報を共有し、お互いを理解し合う「集いの場」です。
5）

さんすいカフェの様子（8/

「夏休みということも
あり、小学生の参加も
ありました♪貼り絵と
カキ氷でおもてなし♪

/20）
カフェの様子（9

やまゆり
友引会による指人形
劇を鑑賞、利用者様
がカフェ店員をして
くれました♪

女
女
28%
男
72%

80代
6％

10代
3%

30代
13％

70代
19％
60代
6％

20代
3％

40代
13％
50代
37％

平成29年度の参加者について

９月23日(土)

「健やかでやさしい健康・福祉のまちづくり」をめざして！

「庄内町地域福祉 シリーズ第2弾！
活動計画（第２期）」について

平成29年度より策定された「庄内町地域福祉活動計画」について、第
36号に引き続き、今回は４つの基本目標のうち「基本目標１ 地域に
おける
「つながり」
「支えあい」の構築」の概要についてご紹介します！

基本目標

ヘルパーで
たの〜
安心・安全いがっ

㈱羽黒山ぶしいたけファームは、障害者総合支
援法により定められた雇用型の福祉支援事業所で
す。１日150−160キロのしいたけの収穫・販売が
主たる業務です。一般就労に向けた支援にも力を
入れていらっしゃいます。庄内一円の障がい福祉
サービス事業所についてお知りになりたいことが
あれば、下記までお問い合わせ下さい。

年齢別

クラフトかごも手作り！

宮城県南三陸町へのボランティアバスの運行は今年度も6、９、10月に月１回ずつ計３回、南
三陸町の復興支援にお手伝いさせていただくことができました。ボランティアバスは今年で７年
目になり、平成23年から今年度までで50回運行し、延べ767人の方に参加していただきました。
活動内容は、農地復旧をはじめとする農業支援や、観光地の再生を目指している岬の整備など
作業は人の手による繊細なもので、とても根気のいるものでした。しかし、作業の後の整備され
た土地を見て今後この場所が観光地となり人々の笑顔があふれる姿を思うと、達成感で胸がいっ
ぱいになり、また南三陸町に訪れこの目で見にいきたいと思いました。
今年度もボランティアバスに参加していただいた方、そしてあたたかいお気持ちでボランティ
アバスを支えてくださった方々に感謝申し上げます。まことにありがとうございました。

男女比

カゴ詰め
クッキーセット
1,000円

南三陸町復興支援ボランティア活動報告

１.地域における「つながり」「支えあい」の構築
２.地域住民の「生活を支える」取り組みの推進
３.福祉サービスの充実に向けた取り組みの推進
４.地域福祉推進のための「基盤づくり」

基本目標1

住民同士が福祉活動へ積極的に参加し、住
みよい地域づくりを進めていくため、地域住民、地域自治組
織をはじめ、民生委員・児童委員、行政機関、ボランティア、
企業等の協同により、みんなが「つながる」「支えあう」地
域づくりを進めます。

お問い合わせ
◎庄内町地域包括支援センター
介護センターほほえみ内 ☎45‐1030
立川サブセンター
☎51‐2505

除雪ボランティア募集！
◆活動内容
除雪が困難な高齢者、障がい者世帯（社協
で対象と定める世帯）への除雪活動（出入
口、避難口、窓・軒下など）
※屋根の雪下ろしを含む、危険と判断する
除雪は対象外とします。
※豪雪によって、著しく生活に支障が出る
場合に活動いただきます。
◆申込方法
社協に申し込みのうえ、除雪ボランティア
の登録をいただきます。
※社協が除雪の要望を集約・調整し・登録
された方へ依頼します。現地の状況等を確
認し、除雪を依頼しない場合もあります。
◆その他

基本計画
町と協力して、立川地区では「地域密着型」の事業所でカフェ
を開催しております。参加費無料でどなたでも参加いただけます。
是非お越しください。次回余目地区の紹介をします。

岬整備の様子

①協同による「つながり」の構築
②地域住民による「支えあい」の構築
・いきいきサロン活動への支援
・福祉員活動の推進
・さわやかふれあいのつどいの実施 ・民生委員・児童委員活動の推進支援
・福祉教育への取り組み
・ボランティア活動の推進
③地域福祉事業の推進
・ふれあい福祉まつりの開催
・金婚祝賀記念式の開催
さわやかふれあいのつどい

手話教室

ボランティア活動中のケガや物損を補償す
る「ボランティア活動保険」を取り扱って
おります。(掛金350円〜)
詳細は、下記までお問い合わせください。
お申込み先・お問い合せ先
庄内町社会福祉協議会 福祉係
☎ 56−3373
FAX：56−2434
福祉

し ょ うない（6）

