
▲マジシャン翼のマジックショー ▲津軽三味線ユニット華凜の演奏
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●災害ボランティアの派遣人数、　　　　　　
　主な支援内容

●第12回白石市社会福祉大会　　　　　　　　
　各種表彰

●第5回ひとり暮らし高齢者生き活き交流会
●母子寡婦福祉会交流会の開催
●ご寄付ありがとうございました
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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。
(令和元年9月1日～ 令和元年11月末日分）

…………………………… 14,836円
…………………… 5,292円

… 50,000円
……………… 50,000円
……………… 19,000円

…………………………… 47,993円
…… 50,000円

トーカドエナジー(株) 様

東北電力(株)白石電力センター 様

一般社団法人全国哥麿会 会長  田島 順市 様

113カラオケ会 会主  石塚 佳一郎 様

株式会社 ジェイエイ仙南サービス 様

澄書道塾  佐久間 玉流 様

福島ヤクルト販売株式会社 ヤクルト親交会 様

大泉 一三 様

矢内 利雄 様

113カラオケ会 会主  石塚 佳一郎 様

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!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!

食品「お米等」のご寄付をお願いします。(いただいたお米等はフードバンク事業に活用しています)

　昨年の台風19号により被災された皆様に対し、心からお見舞いを申し上げます。
　10月12日から13日にかけて台風19号が接近し、記録的な豪雨により本市に甚大な被害が発生しました。
　社会福祉協議会では、台風が去った翌日の14日に、福祉プラザやまぶきに「白石市災害ボランティアセン
ター」を開設し被災された市民の皆さんへの復旧支援を図るため、21日間に延べ540名の災害ボランティア
を受け入れ精力的に活動いただきました。
　また、災害ボランティアは、地元の方だけではなく遠くは山口県から駆けつけてくれた方、東京、山形など
の県外や仙台市をはじめとした、県内各地からも多くの皆様から多大なるご協力をいただきました。
　ここに、被災地支援という崇高な精神の下に活動されました災害ボランティアの皆様に対し、厚くお礼申し
上げます。

　令和元年10月2日(水)、白石温泉薬師の湯にて、
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、94名の方にご参加いただき、参加者の声
として「部屋に入ったときに同じ仲間がたくさんいる
ことに感動した」、「マジックや三味線がとても楽しめ
た。来年も交流会を開催してほしい」というものがあ
りました。
 今後も楽しいひと時を過ごせるよう交流会を開催し
ていきたいと思います。

　母子寡婦福祉会会員及び母子家庭の親同士の親睦を深めるとともに、家庭における様々な問題点をお互いに
意見交換を行う交流会を開催します。家庭でお悩みの方はお気軽にご参加ください。

第5回ひとり暮らし高齢者生き活き交流会

母子寡婦福祉会交流会の開催

日 時 令和2年2月2日(日) 15時
場 所 白石温泉薬師の湯 2階 リラクゼーションルーム(白石市福岡蔵本薬師堂28-2)

参加費 無料

地元の学生も
泥かき作業

がんばりました!

お知らせお知らせ

……………………………… 玄米60kg
……………………………… 玄米60kg

… タオル100本
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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。

67しろいしし 社協だより令和2年1月1日

「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。
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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）

白石I.C.
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URL http://shiroishi-shakyo.jp/



▼神田鯉栄さんによる講談

●損保ジャパン 様

●豊中市社会福祉協議会 様

●鈴木 庄吉 様

●株式会社アグティ 様

…………… つなぎ、マスク
… 雑巾、土嚢袋

……………………………… 毛布
…………………… タオル

災害ボランティアの派遣人数
主な支援内容

学生達の力で災害ゴミの運び出し 屋内に入り込んだ泥のかき出し作業

床下の泥だし作業
ボランティアセンター

最終日に参加者の皆さんと記念撮影。
大変ありがとうございました

かんだ りえい

かんだ りえい

宮城県社会福祉大会（台風19号関係で中止となりました。）
宮城県知事表彰
●共同募金奉仕者   　鈴木 昭彦（白川）
●民生委員児童委員   畑中 榮子（斎川）

中央共同募金会長表彰
●奉仕功労者　　　　　　紫谷 榮一（白石）

厚生労働大臣表彰
●社会福祉事業功労者　日下 まゆみ（社協職員）
●ボランティア功労　　　斎川地区ボランティア友の会

宮城県民生委員児童委員協議会会長表彰
❖表彰状
●永年勤続民生委員・児童委員
　山内 　忠男(白石)　 石川 幸治(白石)　 秋山 きみ子(白石)
　坂口 　　智(白石)　 山田 文子(白石)　 橋本 　信子(白石)
　佐藤　 隆男(越河)　 八島 和子(越河)　 阿部 さつき(斎川)
　大野 　惠子(大平)　 佐藤 好一(白川)　 小野　 琢磨(白川)
　村山 　和子(福岡)　 我妻 朝子(福岡)　 安彦 　　實(福岡)
　髙橋 いく子(小原)　 大浦 茂子(小原)
❖感謝状
●民生委員・児童委員活動支援者
　立田 基生(白石)　 髙橋 ひろみ(白石)　 柏葉 武志(白石)　　
　福士 京子(白石)　 佐藤 こずえ(大平)　 和田 朋子(福岡)　　
　髙橋 純一(福岡)　 佐藤 　朝男(福岡)　 大槻 勢子(福岡)

宮城県共同募金会会長表彰
❖表彰状
●奉仕功労者　村上 洋二（大平）　 小倉 勝志（福岡）
❖感謝状
●奉仕功労者　紺野 澄雄（白石）　 佐藤 正男（白石）
　　　　　　　 矢部 　滋（福岡）

宮城県社会福祉協議会会長表彰
●民生委員児童委員功労者　        田切 　 よし子（福岡）
●社会福祉協議会役職員功労者　山家 結美（社協職員）

白石市社会福祉協議会会長表彰
❖１ 社会福祉事業功労者に対する表彰状(個人)
●民生委員児童委員功労者
　山内 忠男(白石)　 石川 幸治(白石)　 秋山 きみ子(白石)　 坂口 　智(白石)　 山田 　文子(白石) 　橋本 信子(白石)
　佐藤 隆男(越河) 　八島 和子(越河)　 阿部 さつき(斎川)　 大野 惠子(大平)　 佐藤 　好一(白川) 　平間 松子(白川)
　小野 琢磨(白川 )　村山 和子(福岡)　 我妻　 朝子(福岡)　 安彦 　實(福岡)　 髙橋 いく子(小原)　 大浦 茂子(小原)
●共同募金奉仕員功労者
　齋藤 　好吉(白石)　 佐藤 　昭(白石)　 石川 義博(越河)　 畑中 多賀男(斎川)　 佐藤 　浩(斎川)　 佐久間 誠(大平)
　佐久間 義昭(大平)　 村上 洋二(大平)　 小倉 勝志(福岡)　 平間 　忠一(福岡)　 竹花 惠信(福岡)　 四竃 健彦(小原)
　大浦　 正一(小原)
●社会福祉事業功労者
　白石刈田地区更生保護女性会　太田 みよ子、齋藤 千代　　　　　　    　大鷹沢ボランティア友の会　阿部 友子
　白石市ボランティアみなみの会　齋藤 とし江　　　　　　　　　  　　白石市食生活改善推進員会　片岡 幸子
　白石朗読サークル「れもん」 　吹田 　弘、小室 たけよ、落合 弘子　　　    白石市地域婦人団体連絡協議会　太田 さき子
　サロン・サンサン　大野 ふみ　　芸能ボランティア白石　佐藤 　弘　　白石市婦人会　石川 照代
❖２ 社会福祉事業功労者に対する表彰状(団体)
　白石刈田地区更生保護女性会白石支部　　　白石刈田地区更生保護女性会越河支部　
　JAみやぎ仙南たすけあい組織つくしんぼ　　芸能ボランティア白石
❖３ 社会福祉事業協助者に対する感謝状(団体)
　トーカドエナジー株式会社白石工場　　福島ヤクルト販売株式会社ヤクルト親交会　　
　株式会社フローラ社団法人アクティブサポート代表　三浦 和子

全国社会福祉大会災害ボランティアセンターへのご寄付 11月22日(金)メルパルクホール(東京)

第12回白石市社会福祉大会

各種表彰

（順不同・敬称略）

（順不同・敬称略）

●市内小､中､高校生　●仙台大学　●白石青年会議所　●山形県内青年会議所
●白石建設職組合　　●七ヶ宿町社会福祉協議会　
●救援ボランティアSeRV（ サーブ）  など

ボランティア派遣延人数 540名

屋内の掃除、片づけ、泥だし、家財や畳等の運び出しなど

団体で活動された
ボランティア

支援内容

　多年にわたって社会福祉の推進に貢献された方々
を表彰することを目的に3年ごとに行われる白石市社
会福祉大会を11月21日ホワイトキューブにて開催い
たしました。
　内容は、2部構成になっており第1部は長年福祉分野
でご活躍された方々への表彰式。大変お疲れ様でし
た。第2部では記念講演として講談師の「神田鯉栄さ
ん」の講談。迫力ある語りに、皆引き込まれていました。
　市民の皆様の多大なるご支援、ご協力により成功裏
に大会を終えることができましたことを心より感謝申
し上げます。
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