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　２０１８年がスタートし、みなさんいかがお
過ごしでしょうか。
　最近「囲碁・将棋」が新聞やテレビ等のメ
ディアを騒がせていますね。快進撃を続け
る藤井聡太六段や国民栄誉賞を受賞した
羽生善治竜王と井山裕太九段。今や老若男
女問わず愛好者が多いと思います。もしご
家庭に眠っている盤がありましたら近所の
方を誘って一局楽しんでみてはいかがで
しょうか。

白石市社会福祉協議会　佐久間

編 集 後 記

TEL 0224-22-5210　　　　　　　 FAX 0224-22-1571
生活総合相談窓口 0224-22-2130　E-mail：info@shiroishi-shakyo.jp

〒989-0231　宮城県白石市福岡蔵本字茶園 62-1
　　　　　　　（白石市総合福祉センター内）
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「しろいしし社協だより」は、
赤い羽根共同募金により作成されております。

しろいしししろいしし

社協だよりふれあいネットワーク
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主
な
内
容

●各種表彰（民生委制度創設100周年記念全国民生委員全国児童委員大会・
　　　　　 宮城県社会福祉大会・全国社会福祉大会）

●健康福祉まつり（赤い羽根募金活動）　
●ひとり暮らし高齢者生き活き交流会   ●白石市災害福祉マップ　　

●寄付のご紹介（ふれあい福祉自販機・寄付金等）                    　　　　　　　　　　　
●学習サポートボランティア募集のお知らせ　●編集後記
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社会福祉協議会とは？ 社会福祉法に基づきすべての都道府県・市町村に設置され、地域住民や社会福祉関係者の参加により、
地域福祉推進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っている非営利の民間組織です。

白石市社会福祉協議会 公式Facebook
アカウント名 白石社協

白石市社協ホームページ
URL http://shiroishi-shakyo.jp/

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました
自動販売機売上金額の一部が寄付され、地域福祉に充てられます。

矢内利雄様とご家族の方々▶

(平成29年10月1日～平成30年2月末まで)

17,678円トーカドエナジー(株) 様

2,926円JAみやぎ仙南 様

6,516円東北電力(株)白石営業所 様

玄米90kg矢内 利雄 様

36,063円

▲白杖体験。お友達と協力して階段を上り下りします。 ▲腰を曲げて歩くのは疲れますね。お年寄りを大切に。

▲二人ペアになって車イス体験。障害物を避けるのは大変です。 ▲視野が狭くなるメガネで高齢者体験。うまく字が読めるかな？

キャップハンディ体験キャップハンディ体験
１１月２１日、越河小学校にて５年生８名対象に実施しました。

１２月４日、南中学校にて１学年８名対象に実施しました。

11,942円

50,000円

5,000円

21,000円

(株)ジェイエイ仙南サービス 様

宮城いきいき学園仙南校
文化祭実行委員会 様

福島ヤクルト販売(株)
仙南エリア拠点ヤクルト親交会 様

ＪＡみやぎ仙南白石地区女性部代表
佐藤裕美子 様

宗教法人清水沢百合沢大鷹沢三沢山
辨財天不動尊主管堂宮大照 様

小・中・高校生の放課後まなびサポート「白石市委託事業」

学習サポート
ボランティア募集
　白石市では、経済的な困窮を抱えている世帯の小・中・高
校生を対象に学習支援の教室を開催しています。勉強のサ
ポートや話し相手になって子どもに寄り添っていただけるボ
ランティアスタッフを募集中です。

活動時間 水・金曜日 16:30～20:00 

活動の詳細については
お問い合わせください！

運営団体　NPO法人アスイク
電 話　　  070-5620-8650（担当：鈴木）

※週1回2時間程度ご協力ください。
※勉強を教える事に自信が無い方でも、子どもの話を聞い
たり、褒めたりすることが好きな方であれば、どなたでも活
動できます（申し込み資格  18歳以上)。
※活動前に登録面談があります。教室の状況によってはす
ぐに参加できない場合がありますのでご了承ください。

◀市民の方に寄付いただいたもち
米を切り餅にして、学習サポート
事業に活用いたしました。



第63回宮城県社会福祉大会
平成29年11月21日　仙台市サンプラザホール

民生委員制度創設100周年記念全国民生委員児童委員大会
平成29年7月9日　東京ビックサイト

全国社会福祉大会
平成29年11月22日、東京都メルパルクホール

　10月25日、「小原温泉旅館かつらや」にて
ひとり暮らし高齢者生き活き交流会を開催
しました。当日は74名の方にご参加いただ
き、漫才師マツトミさん・弥治郎ダンサーズ
さんのステージやお食事を堪能していただ
きました。
　参加された方々がお元気で今後ますます
ご活躍されることを願っております。 ▲ 今回で２回目の出演「まつトミ」さん。

　パンチの効いた漫才は健在です。
▲ 弥治郎ダンサーズさんのダンス。
　かわいらしいですね。

●社会福祉事業篤志奉仕者　荒井 　　禮（白石）

●民生委員児童委員功労者
　立田  佐代子（白石）　髙橋     直弘（白石）　柏葉 紀美子（白石）　福士 　直輝（白石）
　宍戸 久美子（越河）　佐藤    　 進（大平）   和田 　祐臣（福岡）　平間 　孝男（福岡）
　髙橋　  良子（福岡）　佐藤 芙美子（福岡）   大槻 　吉男（福岡）
●社会福祉協議会役職員功労者　　　      菊地   　 衛（斎川） 

●永年勤続民生委員・児童委員
　樋渡     文子（白石）　風間 　文静（白石）　畑中 　榮子（斎川）　立田 佐代子（白石）
    髙橋     直弘（白石）　柏葉 紀美子（白石）　福士　 直輝（白石）　宍戸 久美子（越河）
　佐藤 　　 進（大平）   和田 　祐臣（福岡）    平間　 孝男（福岡）　髙橋　 良子（福岡）
　佐藤 芙美子（福岡）　大槻 　吉男（福岡）

●奉仕功労者表彰状　岡崎　 光治（白石）　
●奉仕功労者感謝状
　橋本 喜久夫（白石）　上西　正典（白石）　後藤 　昭信（白石）　吉見　 広智（白石）
　遠藤         清（白石）　高子　 正一（白石）　佐藤    賢一（白石）　髙橋　 政浩（斎川）
　遠藤　 正一（斎川）　古山　  文夫（斎川）　半澤　 春生（斎川）　佐藤 富士男（大平）
　佐久間 松男（大平）　角田　 和雄（大平）　神尾 　 貢（大鷹沢）　小畑　　 胖（白川）
　鈴木　     敏（福岡）　佐久間 純一（福岡）   熊谷　 祐康（小原）　髙橋 　　信（小原）
　髙橋　信男（小原）

●民生委員制度創設１００周年記念特別表彰  岡崎   よしい（白石）
●永年勤続民生委員・児童委員
　角張 　功（大鷹沢）　佐藤　洋子（福岡）　及川     克子（白石）
●民生委員・児童委員活動支援者　　      風間  ちゑ子（白石） 　畑中 多賀男（斎川）

宮城県知事表彰

全国社会福祉協議会
会長表彰

宮城県
社会福祉協議会
会長表彰

全国民生委員
児童委員連合会
会長表彰

宮城県
共同募金会
会長表彰

宮城県民生委員
児童委員協議会
会長表彰

●民生委員・児童委員功労　 日下　 展子（白石）
●社会福祉協議会・民間社会福祉団体功労    日下 まゆみ（社協職員）
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▲第６３回宮城県社会福祉大会の様子 ▲受賞者のみなさまおめでとうございます！
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健康福祉まつり
（赤い羽根募金活動）
健康福祉まつり
（赤い羽根募金活動）

　11月3日、白石市ホワイトキューブを会場に行われた第9
回健康福祉まつりにて「赤い羽根共同募金活動」を行いまし
た。当日は傾聴ボランティア アイキララさん協力のもと沢山
の方々から募金をいただきました。ご協力感謝いたします。

▲会場には沢山のお客様にお越しいただきました。

各種表彰（順不同・敬称略）

　平成20年から始まり、民生委員・児童委員協力のもと作成され
ました「災害福祉マップ」。ひとり暮らしや寝たきりの高齢者等の
住居地を色分けして地図に示しております。3年に一度更新して
おりますが、4回目となる今回も各地区自治会及び民生委員・児
童委員へ配付いたしました。
　地域ぐるみの防災への取り組みが高まる中、このマップが一助
になれば幸いです。 ▲ 大鷹沢地区民生委員・児童委員

　協議会定例会にてマップの内容確認


