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社協だよりは、皆様の会費により発行しております。塩竈市社会福祉協議会社会福祉
法　　人

№90

わが街“塩竈”活きがいい  あなたの生きがい支えます！

社協だより社協だよりしおがましおがま

手作りの衣装を着て施設を回り、「トリック・
オア・トリート！お菓子をくれないといたずら
するぞ～」と元気な子ども達！！いたずらされ
ては大変！とたくさんのお菓子をいただきまし
た(^^♪コロナ禍でなかなか交流が出来なかっ
たので久しぶりに交流が出来て利用者さんも子
どもたちも笑顔に・・「また来るね～」「絶対
来てね～」と約束を交わしていました。

キャップハンディ体験教室育もう、
福祉のこころ

　令和４年11月１日㈫塩竈市立月見ヶ丘小学校にてキャップハンディ体
験教室を実施しました！車いすと白杖にわかれ、合計約70名の児童の皆
さんに体験していただきました。
　初めて間近で見る福祉用具に児童の皆さんは大興奮！それでも職員が
使用方法や注意点を説明する時は真剣な表情に変わり、とても立派でし
た。体験時には、車いすが思うよ
うに動かせなかったり、白杖体験
では目をタオルで覆うと、まっす
ぐに進むことだけでも難しいとい
うことなど、直接体験することで
沢山の経験をしていただきました。

　今回の体験をとおし、福祉について興味を
持つきっかけとなれば幸いです。

～じぶんの町を良くするしくみ～
赤い羽根共同募金街頭募金活動

　令和４年10月14日㈪赤い羽根共同募金の街頭募金活動
を実施いたしました！
　今年度は塩竈市地域婦人団体連絡協議会（塩婦連）の
皆様にご協力をいただき、街頭募金活動をいたしました。
共同募金は地域の高齢者や障がいのある方や子どもたち
への福祉の活動や、さまざまな地域の課題解決に取り組
む民間団体の活動を支えるための募金です。
　皆さまからいただいた募金の一部は、災害時の災害ボ
ランティアセンターの運営に使われるなど、被災地の支
援にも役立てられます。
　12月からは、歳末たすけあい募金活動がスタートいた
します。皆様の温かい心が「じぶんの町を良くするしく
み」を支えます。ご家庭や街角など、さまざまなかたち
で皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

松島町災害ボランティアセンターに
行ってきました！

　令和４年７月15日㈮～16日㈯の大雨により、
松島町内で約500世帯の床上・床下浸水があり、
その他にも落雷による家屋火災や田畑への浸水、
土砂崩れや冠水など、大きな被害に見舞われま
した。
　翌日の７月17日㈰に松島町災害ボランティア
センターが設置され、７月21日㈭より活動開始
し、47件のボランティアニーズに対応となり塩
竈市社協からも応援に駆け付けました。
　９月17日㈯の閉所まで約２か月間の活動で、
延べ555名のボランティアの方々が活動されて
おります。
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歳末たすけあい運動へご協力のお願い
つながり　ささえあう　みんなの地域づくりつながり　ささえあう　みんなの地域づくり

　12月１日より１ヵ月間、歳末たすけあい運動が全国一斉
に実施されます。
　この運動は、10月１日からご協力いただいております
「赤い羽根募金運動」と同じく「共同募金運動」の一環と
して実施されるものであり、12月１日からの１ヵ月間、市
区町村の区域ごとに行われる「地域歳末たすけあい運動」
です。コロナ禍だからこそ、さらに地域のつながりづくり
の重要となっています。
　皆様から寄せられた募金は、全額塩竈市の支援を必要と
している生活困窮世帯・高齢者や障がい者、また、地域福
祉活動・事業に配分されます。みんなで一緒に地域全体を
支えあい、新しい年を明るく迎えることができますよう、
ご協力をお願いいたします。

令和3年度歳末たすけあい募金総額

3,109,146円
昨年はこのように活用させていただきました
・要援護世帯への在宅お見舞金配布　[180世帯]
・福祉団体援護金　[6団体]
・独居高齢者安否確認事業
　　　　(ヤクルト・お惣菜配布事業)
・家族介護者支援事業
・子どもの居場所づくり(子ども食堂)支援事業
・生活困窮世帯自立支援事業
・保育教材支援事業

福祉のしごと、一緒にしませんか？

●介護職員
　・ホームヘルパーステーション
　・特別養護老人ホームこころの樹
　・小規模多機能型居宅介護松ぼっくり
　・塩釜市北浜デイサービスセンター
　・となりの家

●保育士
　・さかえ保育園
　・北浜保育園
　

　最優秀賞「ぼくのおばあちゃんの介護」　
　　塩竈市立第一小学校6年　門間　拓虎さん
　　最優秀賞「人との繋がりを大切に」　
　　塩竈市立第一中学校2年　大友　櫻子さん

　福祉の心 作文コンクール　福祉の心 作文コンクール

【小学生の部】

【中学生の部】

今年度も福祉の心作文コンクールを行い、市内の小学生・中学生の皆さんから、合計で
28作品の応募がありました。どれも大変素晴らしい作品で、それぞれの福祉について、
想いを寄せていただきました。

詳細は022-364-1213まで気軽にお問い合わせ下さい。

第24回

塩竈市社会福祉協議会では介護職員及び保育士の正規職員、パート職員を募集しております。



“相手の話を聴く”“気持ちに寄り添う”

　令和４年10月８日㈯、15日㈯の２日間にわたり開催いたしました。
　当初の予定では、定員が15名であったところ、地域の皆様から大変多
くの反響をいただき最終的には18名の方々に受講していただきました。
　傾聴とは、「聞く」のではなく「聴く」という、同じ言葉でも漢字が違
います。「聴く」という字の成り立ちには、“耳と目を十分に使って心で
聴く”という意味が込められているそうです。
　ロールプレイの実習も交えた講義に受講者は興味津々で、多くスキルを
身に付けていただきました。
　来年度も開催を予定しておりますので、ぜひ皆様のご参加をお待ちして
おります。

「傾聴ボランティア養成講座」

～歴史と文化に触れて、日々の介護に癒しのひと時を…～
「家族介護者リフレッシュ交流会」

　令和４年7月26日㈫に家族介護者リフレッシュ交流会を開催いたしま
した。コロナ禍による感染リスクに配慮しながらの開催ではありました
が、今回はバスで登米市登米町にある、「みやぎ明治村」に行ってきま
した！

　久しぶりの遠出を楽しみにされ
ていた参加者もおり、バス内はお
話が尽きることはなく終始盛り上
がっておりました。目的地のみやぎ明治村では「教育資料館」を見学
しました。ガイドの案内に一同感心しながら、日々の介護を忘れてリ
フレッシュされたご様子でした。
　今年度中に２回目の開催を予定しておりますので、皆様の参加をお
待ちしております。

～寄り添い、いきいきと～　となりの家

　となりの家は、認知症対応型通所介護施設として、日々、ご利用
者様に対し、家庭的な温かい雰囲気の中で、お一人お一人の思いに
添って通所介護サービスを提供しております。
　写真は、北浜公園で体を動かしイキイキと体操をしている様子で
す。天気の良い日は気分転換と運動を兼ねてお散歩をしております。
皆さん、とても元気に笑顔いっぱいで過ごしていただいておりま
す！

保育園だより～さかえ保育園・北浜保育園～保育園だより
今回は、保育園で秋に行われた行事の様子をご紹介しま～す！！

さかえ保育園では、広い園庭で運動会をしたり、いもほりをしてスイートポテトを作って食べました～！北浜

保育園では、仮装してハロウィンを楽しみました。11月に入ってからは、1歳児から5歳児までの子どもたち

が塩竈神社まで歩いて七五三参拝に出掛けましたよ～！

さかえ保育園 北浜保育園

大きいお友達がゲームを準備
して招待してくれました！

お賽銭を入れて「パンパン」と
言いながら、大きい子の真似を
してお祈りしていました～

材料：スイートポテト　（４個分）
・さつまいも　300ｇ　・上白糖　15ｇ
・牛　乳　　　75ｇ　   ・バター　10ｇ
・卵　　　　　15ｇ　　　　　〈作り方〉

①さつまいもは柔らかくなるまで蒸す｡またはボイルし水
　気をきる。
②①を潰す。(裏ごしても良い )
③②に砂糖 , 牛乳 ,バターを混ぜ､形を作る｡
(アルミなどのカップに入れてもOK｡
　　　　　いろんな形も面白いですよ )

④③に溶き卵 (卵黄のみでも
　良い )を塗る。
⑤230℃に温めたオーブンで､
　表面がきつね色になるまで
　焼く。

スイート
　　ポテト
スイート
　　ポテト

がんばれ！がんばれ!!

みんなで練習
したバルーン。
綺麗にボール
が飛んで、歓
声があがりま
したよ

運動会が終わって、今度
は小さい子がバルーンを
満喫しました。

年長さんが一生懸命お世
話したお芋。大きくなっ
たよ～。

お～いし～（＊＾＾＊）

はい チ～ズ

芋掘り・クッキング芋掘り・クッキング

七五三参拝七五三参拝

運動会運動会
ハロウィンパーティーハロウィンパーティー

こころの樹や
北浜デイサー
ビスなどを訪
問しました！

大きくなりますように・・・

特集！
サロン活動について

～地域でサロンを始めてみませんか？～
　私たち塩竈市社会福祉協議会は、塩竈市内の町内会・自治会などの地域の皆様とサロン活動を行っておりま
す。この事業は、東日本大震災により被災された地域で居住する高齢者がサロンに参加し、地域住民やボラン
ティアとふれあうことで自宅からの閉じこもりや、地域での孤立を防止し高齢者の生きがいづくりの推進を図
ることを目的に始まりました。

Ｑ.どんな活動をしているの？
Ａ.映画の上映会や、イスに座ってできる体操、脳
トレを主として実施しております。また、県内
や市内の施設見学に行きたい！健康講座や特殊
詐欺、終活についてなど、生活にまつわること
の勉強会がしたい！など、その他皆様のご要望
に合わせて企画・活動をしております！

Ｑ.費用はかかるの？
Ａ.基本的には会場を用意いただければ費用はかか
りません！
※使用する会場（集会所）に利用料などがある場
合には負担いただきます。
※勉強会などで外部講師をお呼びした場合の謝礼
や、施設見学など移動を伴うサロンの実施につ
いては、交通費、施設利用料など別途費用は負
担していただきます。

Ｑ.どうやってお願いすればいいの？
☆塩竈市社会福祉協議会地域福祉課
（022-364-1213）までご連絡ください！

Ｑ.準備するものはあるの？また映画の場合はどん
な内容を上映しているの？
Ａ.会場をご用意いただければ特に準備していただ
くものはありません、時代劇や人情映画など、
昔懐かしい映画から最近の映画まで、幅広いジ
ャンルを上映しております。
　「とにかく笑える映画が観たい！」「あの名作
や往年のスターを大スクリーンで観たい…」な
ど、リクエストいただければご要望にお応えい
たします！

Ｑ.サロンの時間はどのくらいなの？
Ａ.ご要望に応じて実施いたしますが、映画上映会
の場合は２時間前後、軽体操＆脳トレの場合に
は１時間程度です！短時間でのご希望にもお応
えいたしますのでお気軽にご相談ください！

Ｑ.お願いする場合に条件はあるの？
Ａ.会場のご準備はお願いしています。町内会・自
治会だけではなく、老人クラブや地域でサーク
ル、コミュニティ単位で活動されている団体な
ど、どなたでもまずはご相談下さい。お待ちし
ております！これまでの開催人数は５名～３０
名と幅広く、特に人数の指定はしておりませ
ん！

サロンの様子をご紹介！！

こちらはおでかけサロンとして水族館へ！
普段一人ではなかなか行けない所も、ご近
所さんやお仲間と行けば楽しさ倍増です！

こちらはNPO法人20世紀アーカイブ仙台様
にご協力いただき、昔懐かしの塩竈市の風
景などを収めた映像の上映会や、股旅演芸
会の様子です。このような普段とは違った
サロン活動を行うことも可能ですので、ご
相談ください！
※外部の団体をお呼びする場合には別途費
用がかかる場合がございますのでご了承
ください。

軽体操の様子。皆さん元気いっぱいです！ 映画上映会の様子。皆さん集中して観ています！

☆コロナ禍の今、地域のコミュニティを以前のように活性化させたい！近隣住民が集まるきっかけがほしい！
　町内会行事に何かもう一つ増やしたい！などありましたら、まずはぜひ塩竈市社会福祉協議会までご連絡をください！☆
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　令和４年10月８日㈯、15日㈯の２日間にわたり開催いたしました。
　当初の予定では、定員が15名であったところ、地域の皆様から大変多
くの反響をいただき最終的には18名の方々に受講していただきました。
　傾聴とは、「聞く」のではなく「聴く」という、同じ言葉でも漢字が違
います。「聴く」という字の成り立ちには、“耳と目を十分に使って心で
聴く”という意味が込められているそうです。
　ロールプレイの実習も交えた講義に受講者は興味津々で、多くスキルを
身に付けていただきました。
　来年度も開催を予定しておりますので、ぜひ皆様のご参加をお待ちして
おります。
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～歴史と文化に触れて、日々の介護に癒しのひと時を…～
「家族介護者リフレッシュ交流会」

　令和４年7月26日㈫に家族介護者リフレッシュ交流会を開催いたしま
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した！
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す。天気の良い日は気分転換と運動を兼ねてお散歩をしております。
皆さん、とても元気に笑顔いっぱいで過ごしていただいておりま
す！
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～地域でサロンを始めてみませんか？～
　私たち塩竈市社会福祉協議会は、塩竈市内の町内会・自治会などの地域の皆様とサロン活動を行っておりま
す。この事業は、東日本大震災により被災された地域で居住する高齢者がサロンに参加し、地域住民やボラン
ティアとふれあうことで自宅からの閉じこもりや、地域での孤立を防止し高齢者の生きがいづくりの推進を図
ることを目的に始まりました。

Ｑ.どんな活動をしているの？
Ａ.映画の上映会や、イスに座ってできる体操、脳
トレを主として実施しております。また、県内
や市内の施設見学に行きたい！健康講座や特殊
詐欺、終活についてなど、生活にまつわること
の勉強会がしたい！など、その他皆様のご要望
に合わせて企画・活動をしております！

Ｑ.費用はかかるの？
Ａ.基本的には会場を用意いただければ費用はかか
りません！
※使用する会場（集会所）に利用料などがある場
合には負担いただきます。
※勉強会などで外部講師をお呼びした場合の謝礼
や、施設見学など移動を伴うサロンの実施につ
いては、交通費、施設利用料など別途費用は負
担していただきます。

Ｑ.どうやってお願いすればいいの？
☆塩竈市社会福祉協議会地域福祉課
（022-364-1213）までご連絡ください！

Ｑ.準備するものはあるの？また映画の場合はどん
な内容を上映しているの？
Ａ.会場をご用意いただければ特に準備していただ
くものはありません、時代劇や人情映画など、
昔懐かしい映画から最近の映画まで、幅広いジ
ャンルを上映しております。
　「とにかく笑える映画が観たい！」「あの名作
や往年のスターを大スクリーンで観たい…」な
ど、リクエストいただければご要望にお応えい
たします！

Ｑ.サロンの時間はどのくらいなの？
Ａ.ご要望に応じて実施いたしますが、映画上映会
の場合は２時間前後、軽体操＆脳トレの場合に
は１時間程度です！短時間でのご希望にもお応
えいたしますのでお気軽にご相談ください！

Ｑ.お願いする場合に条件はあるの？
Ａ.会場のご準備はお願いしています。町内会・自
治会だけではなく、老人クラブや地域でサーク
ル、コミュニティ単位で活動されている団体な
ど、どなたでもまずはご相談下さい。お待ちし
ております！これまでの開催人数は５名～３０
名と幅広く、特に人数の指定はしておりませ
ん！

サロンの様子をご紹介！！

こちらはおでかけサロンとして水族館へ！
普段一人ではなかなか行けない所も、ご近
所さんやお仲間と行けば楽しさ倍増です！

こちらはNPO法人20世紀アーカイブ仙台様
にご協力いただき、昔懐かしの塩竈市の風
景などを収めた映像の上映会や、股旅演芸
会の様子です。このような普段とは違った
サロン活動を行うことも可能ですので、ご
相談ください！
※外部の団体をお呼びする場合には別途費
用がかかる場合がございますのでご了承
ください。

軽体操の様子。皆さん元気いっぱいです！ 映画上映会の様子。皆さん集中して観ています！

☆コロナ禍の今、地域のコミュニティを以前のように活性化させたい！近隣住民が集まるきっかけがほしい！
　町内会行事に何かもう一つ増やしたい！などありましたら、まずはぜひ塩竈市社会福祉協議会までご連絡をください！☆
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“相手の話を聴く”“気持ちに寄り添う”
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　当初の予定では、定員が15名であったところ、地域の皆様から大変多
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Shiogama Council of Socialwelfare 塩竈の福祉情報紙
令和4年12月1日発行

社協だよりは、皆様の会費により発行しております。塩竈市社会福祉協議会社会福祉
法　　人

№90

わが街“塩竈”活きがいい  あなたの生きがい支えます！

社協だより社協だよりしおがましおがま

手作りの衣装を着て施設を回り、「トリック・
オア・トリート！お菓子をくれないといたずら
するぞ～」と元気な子ども達！！いたずらされ
ては大変！とたくさんのお菓子をいただきまし
た(^^♪コロナ禍でなかなか交流が出来なかっ
たので久しぶりに交流が出来て利用者さんも子
どもたちも笑顔に・・「また来るね～」「絶対
来てね～」と約束を交わしていました。

キャップハンディ体験教室育もう、
福祉のこころ

　令和４年11月１日㈫塩竈市立月見ヶ丘小学校にてキャップハンディ体
験教室を実施しました！車いすと白杖にわかれ、合計約70名の児童の皆
さんに体験していただきました。
　初めて間近で見る福祉用具に児童の皆さんは大興奮！それでも職員が
使用方法や注意点を説明する時は真剣な表情に変わり、とても立派でし
た。体験時には、車いすが思うよ
うに動かせなかったり、白杖体験
では目をタオルで覆うと、まっす
ぐに進むことだけでも難しいとい
うことなど、直接体験することで
沢山の経験をしていただきました。

　今回の体験をとおし、福祉について興味を
持つきっかけとなれば幸いです。

～じぶんの町を良くするしくみ～
赤い羽根共同募金街頭募金活動

　令和４年10月14日㈪赤い羽根共同募金の街頭募金活動
を実施いたしました！
　今年度は塩竈市地域婦人団体連絡協議会（塩婦連）の
皆様にご協力をいただき、街頭募金活動をいたしました。
共同募金は地域の高齢者や障がいのある方や子どもたち
への福祉の活動や、さまざまな地域の課題解決に取り組
む民間団体の活動を支えるための募金です。
　皆さまからいただいた募金の一部は、災害時の災害ボ
ランティアセンターの運営に使われるなど、被災地の支
援にも役立てられます。
　12月からは、歳末たすけあい募金活動がスタートいた
します。皆様の温かい心が「じぶんの町を良くするしく
み」を支えます。ご家庭や街角など、さまざまなかたち
で皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

松島町災害ボランティアセンターに
行ってきました！

　令和４年７月15日㈮～16日㈯の大雨により、
松島町内で約500世帯の床上・床下浸水があり、
その他にも落雷による家屋火災や田畑への浸水、
土砂崩れや冠水など、大きな被害に見舞われま
した。
　翌日の７月17日㈰に松島町災害ボランティア
センターが設置され、７月21日㈭より活動開始
し、47件のボランティアニーズに対応となり塩
竈市社協からも応援に駆け付けました。
　９月17日㈯の閉所まで約２か月間の活動で、
延べ555名のボランティアの方々が活動されて
おります。

令和4年12月1日　社協だより　第90号　⑹令和4年12月1日　社協だより　第90号　⑸
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　　　　　　 http://www.c-marinet.ne.jp/̃s-syakyo/ 　 Eメール s-syakyo＠c-marinet.ne.jp

歳末たすけあい運動へご協力のお願い
つながり　ささえあう　みんなの地域づくりつながり　ささえあう　みんなの地域づくり

　12月１日より１ヵ月間、歳末たすけあい運動が全国一斉
に実施されます。
　この運動は、10月１日からご協力いただいております
「赤い羽根募金運動」と同じく「共同募金運動」の一環と
して実施されるものであり、12月１日からの１ヵ月間、市
区町村の区域ごとに行われる「地域歳末たすけあい運動」
です。コロナ禍だからこそ、さらに地域のつながりづくり
の重要となっています。
　皆様から寄せられた募金は、全額塩竈市の支援を必要と
している生活困窮世帯・高齢者や障がい者、また、地域福
祉活動・事業に配分されます。みんなで一緒に地域全体を
支えあい、新しい年を明るく迎えることができますよう、
ご協力をお願いいたします。

令和3年度歳末たすけあい募金総額

3,109,146円
昨年はこのように活用させていただきました
・要援護世帯への在宅お見舞金配布　[180世帯]
・福祉団体援護金　[6団体]
・独居高齢者安否確認事業
　　　　(ヤクルト・お惣菜配布事業)
・家族介護者支援事業
・子どもの居場所づくり(子ども食堂)支援事業
・生活困窮世帯自立支援事業
・保育教材支援事業

福祉のしごと、一緒にしませんか？

●介護職員
　・ホームヘルパーステーション
　・特別養護老人ホームこころの樹
　・小規模多機能型居宅介護松ぼっくり
　・塩釜市北浜デイサービスセンター
　・となりの家

●保育士
　・さかえ保育園
　・北浜保育園
　

　最優秀賞「ぼくのおばあちゃんの介護」　
　　塩竈市立第一小学校6年　門間　拓虎さん
　　最優秀賞「人との繋がりを大切に」　
　　塩竈市立第一中学校2年　大友　櫻子さん

　福祉の心 作文コンクール　福祉の心 作文コンクール

【小学生の部】

【中学生の部】

今年度も福祉の心作文コンクールを行い、市内の小学生・中学生の皆さんから、合計で
28作品の応募がありました。どれも大変素晴らしい作品で、それぞれの福祉について、
想いを寄せていただきました。

詳細は022-364-1213まで気軽にお問い合わせ下さい。

第24回

塩竈市社会福祉協議会では介護職員及び保育士の正規職員、パート職員を募集しております。
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たので久しぶりに交流が出来て利用者さんも子
どもたちも笑顔に・・「また来るね～」「絶対
来てね～」と約束を交わしていました。

キャップハンディ体験教室育もう、
福祉のこころ

　令和４年11月１日㈫塩竈市立月見ヶ丘小学校にてキャップハンディ体
験教室を実施しました！車いすと白杖にわかれ、合計約70名の児童の皆
さんに体験していただきました。
　初めて間近で見る福祉用具に児童の皆さんは大興奮！それでも職員が
使用方法や注意点を説明する時は真剣な表情に変わり、とても立派でし
た。体験時には、車いすが思うよ
うに動かせなかったり、白杖体験
では目をタオルで覆うと、まっす
ぐに進むことだけでも難しいとい
うことなど、直接体験することで
沢山の経験をしていただきました。

　今回の体験をとおし、福祉について興味を
持つきっかけとなれば幸いです。

～じぶんの町を良くするしくみ～
赤い羽根共同募金街頭募金活動

　令和４年10月14日㈪赤い羽根共同募金の街頭募金活動
を実施いたしました！
　今年度は塩竈市地域婦人団体連絡協議会（塩婦連）の
皆様にご協力をいただき、街頭募金活動をいたしました。
共同募金は地域の高齢者や障がいのある方や子どもたち
への福祉の活動や、さまざまな地域の課題解決に取り組
む民間団体の活動を支えるための募金です。
　皆さまからいただいた募金の一部は、災害時の災害ボ
ランティアセンターの運営に使われるなど、被災地の支
援にも役立てられます。
　12月からは、歳末たすけあい募金活動がスタートいた
します。皆様の温かい心が「じぶんの町を良くするしく
み」を支えます。ご家庭や街角など、さまざまなかたち
で皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

松島町災害ボランティアセンターに
行ってきました！

　令和４年７月15日㈮～16日㈯の大雨により、
松島町内で約500世帯の床上・床下浸水があり、
その他にも落雷による家屋火災や田畑への浸水、
土砂崩れや冠水など、大きな被害に見舞われま
した。
　翌日の７月17日㈰に松島町災害ボランティア
センターが設置され、７月21日㈭より活動開始
し、47件のボランティアニーズに対応となり塩
竈市社協からも応援に駆け付けました。
　９月17日㈯の閉所まで約２か月間の活動で、
延べ555名のボランティアの方々が活動されて
おります。
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歳末たすけあい運動へご協力のお願い
つながり　ささえあう　みんなの地域づくりつながり　ささえあう　みんなの地域づくり

　12月１日より１ヵ月間、歳末たすけあい運動が全国一斉
に実施されます。
　この運動は、10月１日からご協力いただいております
「赤い羽根募金運動」と同じく「共同募金運動」の一環と
して実施されるものであり、12月１日からの１ヵ月間、市
区町村の区域ごとに行われる「地域歳末たすけあい運動」
です。コロナ禍だからこそ、さらに地域のつながりづくり
の重要となっています。
　皆様から寄せられた募金は、全額塩竈市の支援を必要と
している生活困窮世帯・高齢者や障がい者、また、地域福
祉活動・事業に配分されます。みんなで一緒に地域全体を
支えあい、新しい年を明るく迎えることができますよう、
ご協力をお願いいたします。

令和3年度歳末たすけあい募金総額

3,109,146円
昨年はこのように活用させていただきました
・要援護世帯への在宅お見舞金配布　[180世帯]
・福祉団体援護金　[6団体]
・独居高齢者安否確認事業
　　　　(ヤクルト・お惣菜配布事業)
・家族介護者支援事業
・子どもの居場所づくり(子ども食堂)支援事業
・生活困窮世帯自立支援事業
・保育教材支援事業

福祉のしごと、一緒にしませんか？

●介護職員
　・ホームヘルパーステーション
　・特別養護老人ホームこころの樹
　・小規模多機能型居宅介護松ぼっくり
　・塩釜市北浜デイサービスセンター
　・となりの家

●保育士
　・さかえ保育園
　・北浜保育園
　

　最優秀賞「ぼくのおばあちゃんの介護」　
　　塩竈市立第一小学校6年　門間　拓虎さん
　　最優秀賞「人との繋がりを大切に」　
　　塩竈市立第一中学校2年　大友　櫻子さん

　福祉の心 作文コンクール　福祉の心 作文コンクール

【小学生の部】

【中学生の部】

今年度も福祉の心作文コンクールを行い、市内の小学生・中学生の皆さんから、合計で
28作品の応募がありました。どれも大変素晴らしい作品で、それぞれの福祉について、
想いを寄せていただきました。

詳細は022-364-1213まで気軽にお問い合わせ下さい。

第24回

塩竈市社会福祉協議会では介護職員及び保育士の正規職員、パート職員を募集しております。


