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　平成２９年がスタートし、みなさんいかがお過ごし

でしょうか。今年は酉年で、過去をみると酉年は「変

革の年」と言われているそうです。白石市も新しい市

長のもと、様々なことが刷新され、みなさんの暮らし

がもっと豊かになることを職員一同願っております。

　最後に２月１６日（木）にホワイトキューブで開催い

たしました「高齢社会と地域づくりを考える研修会」

に多くの市民の方や関係者に参加をいただき、盛会裡

に終了いたしましたことお礼申し上げます。

今年も「地域福祉向上」のため職員一同頑張って参り

ますので、変わらぬご支援を何卒よろしくお願い申し

上げます。

白石市社会福祉協議会　職員一同

編 集 後 記

新旧理事・評議員監事紹介

「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。

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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　式典では長年福祉分野でご活躍された方へ表彰式を
執り行いました。第二部の記念式典では落語家の「六華
亭遊花さん」をお招きし、ラジオ番組等さまざまなメディ
アで話題になっている東北なまり落語をご披露いただ
き、来場者の方に楽しんでいただきました。

　平成２８年１０月２６日、小原温泉かつらやにて、「ひとり暮らし高齢者生き活き交流会」を開催いたしました。７０歳以上のひと
り暮らし高齢者８６名に参加いただきお楽しみ抽選会やマジックショーを楽しんでいただきました。
　地域で活躍する高齢者がますますお元気でいられるように、今後もこうした交流会等の事業を積極的に開催していきたいと思います。

社会福祉協議会理事および評議員が一部改選になりまし
たので、新任の方をご紹介いたします。

このたび、ご退任された皆さんをご紹介いたします。多年にわ
たり、社会福祉協議会事業にご指導いただき誠にありがとうご
ざいました。

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。

主
な
内
容

社会福祉協議会とは？

………………………………………… 2

……………………………… 3

…………………………… 4

●各種表彰
●キャップハンディ体験
●大平地区民生委員児童委員協議会紹介
●健康福祉まつり
●ご寄付ありがとうございました
●第11回白石市社会福祉大会のご案内
●ひとり暮らし高齢者生き活き交流会
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▲ 漫才師 ストロングスタイルがステージを盛り上げました。 ▲ 佐藤謙五さんによるマジックショー
　 次々と華麗な技が披露されます

平成 29年 3月 1日

▼多くの来場者・ご来賓にご参加いただきました

▲生落語をみなさんに楽しんでいただきました

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/

平成２８年１１月１０日、
白石市ホワイトキューブにて

「第１１回白石市社会福祉大会」を
開催いたしました。

受彰者数 　個人 46名／団体 5団体

てい ゆう か

ろく か

・理事
岡崎  よしい（白石）※評議員より
國分　則夫（白石）※評議員より

小関  市次郎（大平） ・ 立田　基生（白石）
・監事

・理事
朝倉　秀雄（白石） ・ 日下　雅嗣（大鷹沢）

・監事
平間　宣夫（大平）

・評議員
岡崎  よしい（白石）※理事へ ・ 國分　則夫（白石）※理事へ
佐藤　正男（白石） ・ 遠藤　孝（越河）
太田　荘悦（白川） ・ 故鈴木　一郎（福岡）

・評議員
福士　直輝（白石） ・ 宍戸  久美子（越河） 
小野　琢磨（白川） ・ 大槻　吉男（福岡） 
太田　清記（白石） ・ 佐藤　英雄（福岡）

（敬称略）

さ とうけん ご



全国社会福祉大会
平成28年11月11日、メルパルクホール（東京都港区）

ご寄付ありがとうございました
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　市内小中学校の先生やPTA役員さんと連携し、生徒に車イス等の福祉用具を
体験していただく「キャップハンディ体験」を開催いたしました。

　参加した生徒からは、「障害のある人の不便
さが理解できた。困っている時にはお手伝いし
たいと思う。」「身の回りの高齢者にやさしくし
たいと思う。」と感想をいただきました。
　普段はできない貴重な体験ができたこと
で、少しでも福祉分野に興味を持っていただけ
ることを願っております。
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各種表彰

キャップハンディ体験キャップハンディ体験

　これらを３本柱に日々活動を行っております。
　昨年は、子育て支援のため「あいあい広場夏祭り」や「大平小学校
もち米収穫祭」・「放課後児童クラブ」へ参加し、地域の子どもたちと
のふれあいをいたしました。また大平地区消防団の演習や福祉施設
等を見学させていただき、連携強化や福祉分野の状況把握をしまし
た。敬老会のお手伝いをしたときは、参加者のみなさんから笑顔を
いっぱいいただき元気をもらいました。
　大平地区は4号線バイパスを挟み、農村地域と住宅・商業地域が分
かれており、白石市民の生活基盤となっている場所です。多くの方々
に「大平に住んでよかった。」と言ってもらえるような明るく・安心な
地域づくりを目指していきますので、今後もよろしくお願いします。

　平成２８年１０月２９日、白石市ホワイトキューブを会場に「第８
回健康福祉まつり」が開催されました。当日は会場の入り口をお
借りし、赤い羽根共同募金活動を実施し総額11,149円の募金
を頂戴いたしました。ご協力まことにありがとうございました。
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▲車イスでバスケットボール
　ナイスシュート！（深谷小学校

）
▲重りとゴーグルを付けて階段上り下り
　高齢者体験（白川小学校）

12,478円合 計

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。
(平成28年10月1日～12月末日受付分)

健康福祉まつり

福祉台帳の点検整備 生活相談、支援活動の強化

地域の関係機関、団体との連携強化

7,414円トーカドエナジー(株) 様

2,464円JAみやぎ仙南 様
2,600円東北電力(株)白石営業所 様

中央共同募金７０年記念特別感謝状
上西　武次（白石）　　鈴木　恒秋（白石）　　石塚　佳一郎（小原）

第62回宮城県社会福祉大会
平成28年11月1日　仙台市サンプラザホール

宮城県知事表彰
日下　展子（白石）　　  日下　雅嗣（大鷹沢）　　  遠藤　孝（越河）

宮城県社会福祉協議会会長表彰
佐藤　祐喜（社協職員）

宮城県共同募金会会長表彰
米竹  祐一郎（白石）　　柴谷　榮一（白石）
斎藤　　健（白石）　　二瓶　晃一（越河）
梶川　　惇（越河）　　安藤　満男（越河）　　
中島　恒壽（越河）　　跡邊　功毅（大鷹沢）
鈴木　昭彦（白川）　　佐藤　義宣（白川）　
髙橋　昭治（福岡）　　真柄　教彦（福岡）
佐藤　政敏（福岡）　　野崎　善二（福岡）　
高橋　康男（小原）

宮城県共同募金会感謝状
小川　　昇（白石）　  佐藤　健一（越河）　  山田　光義（越河）
佐藤　悦男（福岡）　   白石刈田仏教会（団体）

宮城県民生委員児童委員協議会会長表彰
木内　    茂（白石）　 佐藤　洋子（白石）　山田　三男（白石）
一石　正平（白石）　 佐藤　晴代（白石）　村上　早苗（越河）　 
齋藤　郁子（越河）　 佐藤　正明（斎川）　田切 よし子（福岡）
高橋　敦子（福岡）

（順不同・敬称略）

2台目を設置
いたしました!

今回は、大平地区民生委員児童委員協議会の活動をご紹介いたします。

金魚すくい
スイカ割り
ボール投げ
絵の具(ぬり絵)
まとににんじん入れ
ジャングルジム(子供用)
ふれあいプラザ
(子育て支援センター)

お楽しみが
いっぱい！
お楽しみが
いっぱい！

あいあいランド
in大平

平成28年8月24日
大平公民館
民委9名

市内園児29名

設置先：
トーカドエナジー(株)

厚生労働大臣表彰
上西　武次（白石）


