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今年度もコロナ禍による自粛で︑
地域における様々な活動の中止・
縮小が余儀なくされました︒その
ような中︑各種団体では助成金を
活用し︑感染予防をしながら創意
工夫を凝らして︑コロナ禍だから
こそできることを実践し︑活動を
行っています︒
みなさんが悩みを抱えながら生
活を送る中で︑閉じこもり防止や
見守りを兼ねたサロン活動や︑自
粛によるストレス緩和の趣味活動
など︑互いが支え合い・助け合う
気持ちで地域のつながりを大切に
して取り組んでいます︒

●各助成金を活用した地域活動紹介
●石巻市生活支援体制整備事業紹介
●社会福祉法人の紹介
●各支所からのお知らせ
●各助成金報告締切のお知らせ
●福祉用具の貸出について
●ボランティアセンター通信
●﹁おらいのアイドル﹂
募集
●ひろがる善意の輪
●移動支援車貸出のお知らせ
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この広報は、
みなさまからの会費と赤い羽根共同募金配分金の一部により発行しています。
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石巻市生活支援体制整備事業

「地域の中での助け合い・支え合い」を応援します！ vol.2
石巻市では、
「生活支援体制整備事業」が始まっています！
少子高齢化社会の中で、住み慣れた地域でその人らしく生きがいを持って暮らし続けられるための体制づ
くりが必要とされています。
「高齢者をどう支えるか」だけでなく、
「誰もが安心して暮らし続けられる地域
づくり」を目的とし、主に以下の２つの取組みを進めています。

１．生活支援コーディネーターの配置（平成28年度～）
コーディネーターの役割
① 地域資源、生活ニーズの把握
地域の集いの場などに足を運び、活動や
想い、困りごとなどを把握します。

② 話し合いの場づくり

地域の支え合いを
13名のコーディネーターが、 お手伝いします！
市内16地区で活動しています。
石巻
稲井

住吉 山の手 湊
釜・大街道 河北

山下
雄勝

蛇田
河南

荻浜
桃生

渡波
北上

把握した声を共有し、これからの地域や
暮らしを考えるきっかけをつくります。

③ 支え合い活動の推進
安心して暮らしていくために地域で取り
組めることを一緒に考えます。

牡鹿

２．「支え合いの地域づくり」を話し合う場の設置（平成30年度～）
既にあるつながりや
支え合い

協議体（支え合い会議）
・想いや情報を持ち寄り、
メンバー間で共有する
・何ができるか話し合う

地域ならではの
取組み

暮らしの困りごと

メンバーに資格・条件は
ありません！
次年度以降、
話し合いの状況や取組みを紹介していきます！
この事業は、石巻市社会福祉協議会が石巻市
（介護保険課）
から委託を受けて実施しています。
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第８ 回

石巻市内で活動している社会福祉法人のご紹介

平成28年４月から改正社会福祉法により、社会福祉法人による「地域における公益的な取組（社会貢献事業）
」の実施が法
人の責務として位置づけられました。
この取組は、
次の３つの要件をすべて満たすことが必要となります。
（１）
社会福祉事業または公益事業を行うに当たって提供される「福祉サービス」であること
（２）
「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対する福祉サービスであること
（３）
無料または低額な料金で提供されること
具体例としては、 ・夏祭り等、イベントの開催による住民間のつながりの再構築
・働き手が少ない商店街との連携による就労支援
・公共交通機関がない地域での移動支援や買い物送迎支援
・災害支援ネットワークによる避難所支援
・刑余者の自立支援に向けた自立準備ホームの登録
などが挙げられます。
石巻市内にはたくさんの社会福祉法人がありますので、実際にどんな社会貢献事業に取り組んでいるのか、順番にご
紹介していきたいと思います。今号では「社会福祉法人和仁福祉会」さんをご紹介します。

社会福祉法人 和仁福祉会
■法 人 所 在 地

石巻市山下町一丁目11番22号

■ウェブサイト
■事
業

http://www.wajinfukusi.jp/
■設立年月日 昭和56年８月４日
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、短期入所生活介護、通所介護、認知症対応型共同生活
介護、軽費老人ホーム、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター
特別養護老人ホーム和香園、特別養護老人ホーム第二和香園、特別養護老人ホーム仁風園、特別
養護老人ホーム涼風園、石巻デイサービスセンターやすらぎ荘、石巻稲井デイサービスセンター、
石巻市大森デイサービスセンター、万石浦デイサービスセンター、認知症高齢者グループホーム
ぬくもりの家、ケアハウスしおさい、稲井居宅介護支援事業所、大森居宅介護支援事業所、
万石浦居宅介護支援事業所、石巻市稲井地域包括支援センター、石巻市河北地域包括支援センター

■施設・事業所

■社会貢献事業

（1）あおぞらマーケット
平成29年に「あおぞらマーケット」を開催。
きっかけは、地域の中で余っている野菜をど
うしたら良いか悩んでいる地元農家の方や買い
物へ行けない高齢者の方がいることを知ったか
らでした。
農家の方は販売している野菜の調理法などお
客さんに伝え、自然と交流が生まれました。
今後も地元農家や商店の方たち、地域住民の
方たちとの交流が図れる橋渡しにしたいと思っ
ていた矢先に令和元年台風19号、令和２年に
はコロナウイルス感染拡大があり、やむなく中
止にせざるを得ない状況となりました。

■電 話 番 号

０２２５−９３−８３５３

（２）おおもり食堂
あおぞらマーケットの開催継続が難しくなり、
その転換事業として職員で知恵を出し合い、令
和２年から「おおもり食堂」を開催することと
なりました。
地元の農家から仕入れた野菜を中心に作った
お弁当とレシピ集を地域住民の方たちへ提供し
ました。直接の関わりは難しいものの、今後も
人との関わりに重点を置いた事業展開を行って
いきたいと考えています。

（３）夏祭り
各施設において、毎
年夏祭りを開催してい
ます。入居者の方だけ
でなく、近隣住民の方
たちも招待していまし
た。近年はコロナウイ
ルス感染拡大の影響も
あり、入居者の方と職
員だけの開催となって
います。

紙面上ではお伝えしきれなかった情報につきましては、インタビュー形式で本会ウェブサイトにて
詳しくお伝えしております。ぜひ、ご覧ください。
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各 地 域 か ら の
グラウンドゴルフ交流会の開催
桃生支部老人クラブ連合会は、いつでもグラウンドゴル
フができるようにと昨年度から永井いきいき交流センター
に用具を常設し活用しており、今年度は連合会として年間
５回の交流会を計画しました。
西條義幸会長は、「感染対策をとりながら、とにかく会
員全員が集まる行事を持ちたかった。悪天候の時もあった
が、参加賞とホールインワン賞を設け、６月、９月、10月
の３回開催することができました。感染もなく、有意義な
時間となり本当に良かった。」と話されていました。

報 告

ボッチャ ってな〜に？！

「河北地区レクリエーション体験会」

12月24日（金）
、河北総合センタービッグバンを会場に、コロナ
禍での運動不足解消と、河北支所にあるレクリエーション貸出用
品を実際に体験し、サロン・お茶会等で活用していただくことを
目的に、「レクリエーション体験会」を開催しました。
パラリンピック競技でもある “ボッチャ” を始め、カーリングを
模した “カーレット” 等10種類以上の用品を並べると、初めて目
にする人も多く、みんな童心に返り楽しんでおりました。冬休み
期間中ということもあり、子どもたちの参加も多く、大人から子
どもまで時間を忘れ大盛り上がりのひとときでした。

ねらうは４番！

お 知 ら せ

オリジナル
「キャップ開けコースター」

北上町大須地区の佐々木公子さんより「たくさん作ったのでみなさんで使
ってください。」とペットボトルのふた等を開けるときに便利な手作りの「キ
ャップ開けコースター」が届きました。
佐々木さんはお友達から１枚い
ただいたのをきっかけに、自分で
の
手づくり
も作ってみようと思い、毎日コツ
コツと作り始めたそうです。ちょ
うどボランティア友の会のみなさん方が、地域の見守り活動を行
うことになっていたので、使い方を説明しながら対象住民へお配
りしました。
ペットボトルの
また、介護予防教室の参加者にもお配りし、みなさんからは「と
ふた等を開けるときに
ても便利でありがたいね。
「お友達にも使わせてあげたいね。
」
」と、
使ってくださいね
心温まる佐々木さんの活動に、感謝の声が聞かれました。

〜 安心感をお届けに 〜
9月7日

「外出できないし、人と会う機会もないし、老人クラブは楽しみだ
よ。
」と話される方もおり、マスク越しの笑顔で会話を楽しみながら、
のんびりとプレーを楽しんでいました。

良い年になりますように！
〜 生きがいデイサービス 〜

生きがいデイサービスに参加しているみなさんが、
１月の制作で今年の干支「寅のおきもの」を作りました。
大人も子どもも好きなガチャガチャの空きカプセルを利用
し、和紙を張り付けて丁寧に作りました。参加者の中には
寅年生まれの方（今年96歳）
もいらして、今年の抱負をお
聞きしたところ「休まずがんばってデイサービスに来ま
す。
」と話してくれました。
みなさんは「今年も良い年になりますように」と願いを
込めながら制作に励んでいました。

完 成しま
した！

のり
付け
て！

あったれ〜！

10月5日

！
この一投に全集中

「食べらいん」

10月23日
（土）
、「石巻圏域こども食堂連絡会」主催
（JA石巻河北青年部協力）によるイベント「さつまいも収
穫体験会」において、参加した親子に新鮮なキャベツがプレゼント
されました。
このキャベツは、稲井地区にお住まいの方から「近くの農業組
合法人（水沼ファーム）で出荷予定のない野菜があるのだが、子ど
もたちのために活用できないか。」とお話があり、ご提供いただい
たものです。
後日、親子からのお礼のメッセージと当日の写真を「水沼ファ
ーム」中澤社長にお持ちしたところ、「作った野菜が無駄にならず
役に立ち、とてもうれしく思う。」とお話ししていました。地域の力
が子どもたちの笑顔につながる温かい機会になったと感じました。

収穫 体

みんな仲良く勢ぞろい

募 集
河南地区にお住まいで生きがいデイサービス（介護予防）
の利用を希望する方は随時受け付けておりますので、河南
支所までお問い合わせください。（☎７２−３７２５）

またきて
けらいね〜

おいしいキャベツ作ってます

験会

平成29年度から行われている「男の介護教室」は、地域にお住まいの介護
に関わる男性の繋がりを生み、関係機関に困りごと等を相談しやすい関係づく
りを目的としても実施されてきました。
元気
今年度は新型コロナウィルスの感染拡大により
もらえた
よ
残念ながら中止となりましたが、“コロナ禍でも
いろいろな繋がり方があり、関係機関がいつでも
困りごとを聞いてくれる” 安心感を持っていただ
けるよう、栄養管理に配慮したお弁当を、参加申
込のあった方々のお宅へ訪問し、届けました。
みなさんからは「前のように集まれないのは残
念だけど、こうやって来てもらえると安心する
よ。
」
「元気がもらえたよ。コロナに負けずにまた
みんなで集まれるように頑張っぺっちゃ。」と元
気な声が聞かれました。

多世代交流クリスマス会

みんな笑顔で
メリークリスマス！

12月22日
（水）、牡鹿清優館にある子育て支援センターでクリスマス会
が行われ、牡鹿給食ボランティアさんによる手作りのクリスマスケーキが
子どもたちへプレゼントされました。
次世代を担う子どもたちへ、手作りの食品を提供することや世代間の交
流も兼ねて行われ、参加した子どもたちからは、ボランティアさんへのお
礼にお遊戯を披露してくださいました。

「牡鹿地区サロン交流会」

コミュニティ活 動は、
ます！
フレイル予防に繋がり

１月28日（金）、牡鹿清優館を会場に、令和３年度牡鹿地区サロン交流会を開催し、
牡鹿地区で活動する７団体（８名）と、関係機関を含む合計14名が参加しました。
「コロナ禍におけるフレイル予防」をテーマとした講話のほか、活動に関する
意見交換が行われ、参加者からは、
「意義のある集まりだと感じた。
」「多くの意
見を聞くことができて良かった。
」といった声が聞かれ、今後の活動に繋がるヒ
ントが得られる機会となりました。
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社協・共同募金の助成金を活用されている方々へ

各助成金の報告の締切について
○地 域 福 祉 活 動 助 成 金（社協）
○子育てサークル助成金（社協）

○福祉団体・ボランティア団体活動助成金
（社協）

令和４年３月31日締切

令和４年４月28日締切

お問い合わせ先
☎︎９６−５２９０（地域福祉課）

お問い合わせ先
☎９２－６７３３（ボランティアセンター）

○サロン活動継続助成金（石巻市）
（子育てサークルを含む）

○赤い羽根共同募金
住民支え合い活動助成金

令和４年３月31日締切

令和４年３月25日締切

お問い合わせ先
☎︎９６−５２９０（地域福祉課）

お問い合わせ先
☎２３−３９１１（復興支援室）

福祉用具を貸出いたします
石巻市社協では、在宅で福祉用具を必要とする方に車椅子や介護用ベッドの貸出を行っております。
借用期間中の利用料金は無料ですが、返却時に下記の清掃消毒料をご負担いただきます。
ご希望の方は、生活支援課または各支所へお問い合わせください。

【貸出対象者】

○身体に障害を有している方または介護を必要とする方
（高齢者世帯等）
○要介護認定で要支援１、２及び要介護１と認定された方
（既に要介護認定を受けており、要介護２以上と認定された方は原則該当いたしません。）
○やむを得ない理由（怪我・疾病 等）により福祉用具を必要とする方
※緊急で短期間の使用事情が発生した場合や、認定申請中など特別な事情がある場合はご相談に応じます
のでお気軽にご連絡願います。

【清掃消毒料について】

○車
椅
子：４,０００円（税込）
○ギャッチベッド：５,０００円（税込）
○電 動 ベ ッ ド：６,０００円（税込）
令和４年4月１日より返却時にご負担いただく清掃消毒料
が上記のとおりとなりますのでご理解願います。

【運搬・設置等について】

貸出の際には委託業者がご自宅へ運搬・設置し、返却の際
には回収も行います。
なお、運搬・設置・回収に係る料金は上記の清掃消毒料に含まれております。
（ご自身による運搬等も可能です。ただし、その際の清掃消毒料に変更はありません。）

※生活支援課及び社協各支所の連絡先は、８ページのお問い合わせ先を参照願います。
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【お問い合わせ・申込み先】 ボランティアセンター ☎９２−６７３３

【令和４年度ボランティア保険の加入受付が始まります】
本会では、安心してボランティア活動を行っていただくために、
ボランティア活動保険の加入を推進しています。
詳しくはボランティアセンターまたは、各支所へお問い合わせく
ださい。

【受付：３月28日（月）～】

ボランティア
活 動 保 険

行 事 保 険

補償期間

申込日の翌日からその年度末
（令和5年3月31日）
まで

補償内容

ボランティア自身のケガ、他人にケガをさせてしまった、人の
物を壊してしまった場合の損害賠償など

保 険 料

300円から800円
（5種類のプランがあります）

補償内容

行事参加者のケガや、賠償責任補償など
※行事開催中のみ補償されます

保 険 料

宿泊なし

30円～
（行事内容により異なります）
※最低20名分からの加入となります

宿泊あり

227円～宿泊数により異なります

１回の行事ごとの個別申し込みと、年間一括申し込みがあります

お詫び
新型コロナウイルスの影響に伴い、２月19日
（土）
「災害ボランティア講
座」
、２月26日（土）「第４回レクリエーション講座」の開催を中止いたしま
した。ご参加をご希望されていたみなさまには誠に申し訳ございません。
次年度も新型コロナウイルスの状況を鑑みながら講座を開催したいと思い
ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

災害ボランティアの登録者を募集しています！
石巻市社協では、災害が起きたときに被災地などでボランテ
ィアとして活躍していただく「災害ボランティア」の事前登録
者の募集をしています。事前登録していただくと、災害ボラン
ティア活動に関連した研修会などの情報もお知らせします。
登録については、石巻市社協ボランティアセンターまでご連
絡ください。
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生活に困窮されている方への
生理用品の配布について

新型コロナウイルス感染症の影響や経済的な
理由などで、生理用品を購入することが難しい
方に配布します。こちらは国際ソロプチミスト
石巻様からいただいた寄附金による事業です。
詳細については下記までお問い合わせください。
【配布日時】 午前９時から午後５時まで
（土・日・祝日を除く）
※なくなり次第終了となります。
【配布場所】 石巻市社会福祉協議会本所
（石巻市穀町15－２ささえあいセ

ンター３階）
【配布数量】 １人 １セット
（22枚入り２個パック）
【配布方法】 窓口までお越しください。
【お問い合わせ先】 総務課 ☎９６－５２９０
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コロナ禍で不安な日々が続く中、子どもたちの笑顔はみなさん
に元気を与え、人と人とのつながりのきっかけを作ってくれます。
そこで新コーナーとして地域の宝である子どもたちの笑顔を掲載
することにしました。
石巻市内にお住まいの、３歳くらいまでのお子さまの写真を募
集しておりますので、おらいの（私の家の）かわいいアイドルを、
ぜひご紹介ください。掲載内容については、「お子さまの写真」
、
「お名前」、
「お住まいの地区名」です。
（写真は５MB以内）
 本所または各支所まで、電話か
【お問い合わせ】
メールでご連絡ください。
メールアドレス：honsho@ishinomaki-shakyo.or.jp

ご寄附ありがとうございました
令和３年 月１日～
令和４年 月 日までの受付分

●石巻支所
・住吉地区老人クラブ連合会
・石巻ライオンズクラブ
・石巻東ロータリークラブ
・㈲二宮調剤薬局
・㈲エヌ・ワイ
・石巻南ロータリークラブ
・菅野京子
・住吉大島神社
・みなとＡＢＥ元気の会
・匿名３件

３回目のワクチン接種が始
まり移動支援車の貸出予約が
増加しています。
ご利用の際は、お早めに予
約していただきますようよろ
しくお願いします。

●みどり園
・榎本恵美子

●かしわホーム
・公益社団法人石巻法人会
・匿名１件

●河北支所
・阿部靖
・匿名２件

●河南支所
・匿名２件

●桃生支所
・匿名１件

●牡鹿支所
・洞福寺
・匿名１件

みなさまからお寄せいただきました寄附金、寄附物品につ
きましては、各種サロン助成等や地域福祉事業に活用させて
いただいております。
ご寄附につきましては随時受け付けておりますので、みな
さまからのあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。

お知らせ
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※敬称略

石巻市社会福祉協議会 各支所 お問い合わせ先
総
務
課
地 域 福 祉 課

〒986-0825 石巻市穀町15−2
☎0225-96-5290 FAX 0225-96-5223

生 活 支 援 課 〒986-0032 石巻市開成１−26
☎0225-92-6733 FAX 0225-96-2613
（復興支援室） ☎0225-23-3911 FAX 0225-23-3912
ボランティアセンター

河 北 支 所

〒986-0132 石巻市小船越字山畑417−54
☎0225-62-1077 FAX 0225-62-1079

雄 勝 支 所

編 集 後 記

〒986-1333 石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12-42
☎0225-61-3011 FAX 0225-61-3022

河 南 支 所

〒987-1101 石巻市前谷地字黒沢前35
☎0225-72-3725 FAX 0225-72-2408

当たり前の毎日が、“災”と“禍”により暮らし方や働き方が変
わり、人との関係や活動の中で改めて気づかさ

桃 生 支 所

〒986-0313 石巻市桃生町中津山字八木157-1
☎0225-76-1020 FAX 0225-79-1018

北 上 支 所

〒986-0202 石巻市北上町橋浦字大須215
☎0225-67-3025 FAX 0225-61-7024

牡 鹿 支 所

〒986-2523 石巻市鮎川浜清崎山7
☎0225-45-2684 FAX 0225-45-2785

【お問い合わせ先】河北支所 ☎６２－１０７７

れた大切なこと・・・。
３月、４月は別れと出会いの季節ですね。
新年度が、
「福」と転じていきますように。
（ゆ）

