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●こころのよせあい運動
●生活福祉資金
●お知らせ

“こころをよせあい みんなのために”
～練牛地区社会福祉協議会／布マスク製作～
「練牛生活改善センター」にて［関連記事２ページ］
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こころのよせあい運動 ～手づくりマスクで ささえあい～
新型コロナウイルス拡大に伴い、「会いたいけれど、なかなか会えない」状況が続いています
が、そんな中でもできる取り組みとして、
「手づくりマスク」の輪が広がっています。
手づくりマスクは、ひとが ひとを想う やさしさのカタチ。
みんなで集まって笑いあえる日まで、一緒に乗り越えましょう！

地域に安心と思いやりをお届け︕～練牛地区社協～
「手づくりマスクで、少しでも安心を届けたい！」
一人の声から、練牛地区社協の役員有志 7 名が集まり、
マスクが手に入らない高齢者のために手づくりマスクを
製作しました。
「日頃から、お茶飲み会などの地域活動の企画や準備
で顔を合わせ連携していたからこそ、こんな時でも素早
く行動できる。これが練牛地区社協のお宝で強みです。」
と練牛地区社協会長の玉ノ井るみ子さんは語ります。
この日は、練牛行政区の 65 歳以上の方 164 名へ手づ
くりマスクを届けるため、三密にならないよう間隔をあ
け換気をしながら作業にあたりました。
「ちょっとしたメッセージがあったら嬉しいよね。」「男の人用はシンプルな柄にして大きめ
にしよう。
」など、渡す相手を想いながら、一つひとつに優しい気持ちを込めました。完成した
マスクは、地区内の福祉活動推進員が声がけによる見守りをしながら配布する予定です。

町内小学校へ手づくりマスクをお届けしました
社協だより 5 月号にて「こころのよせあい運動」として手づくり布マスクの
ご寄付を呼びかけたところ、5/18（月）現在で 500 枚超のご寄付を頂戴してい
ます。頂いた布マスクは個包装し、必要な方々へ随時お渡ししています。
子ども用サイズは町内の各小学校へお届けし、大変喜んで頂きました。
ご寄付頂いた皆様、ありがとうございました！

皆さんのあたたかいお気持ちで子どもたちを守って頂き、
大変感謝しています。学校で大切に活用させて頂きます！
小牛田小学校 小松 英明 校長先生 ・ 櫻井 幸美 教頭先生
4/20（月）～5/18（月）までにご寄付頂いた皆さま
大いなる翼プロジェクト様、菅原 慶子様、舘田真理子様、柳田 陽子様、新沼 果葵様
渋谷 佳様、門田まさの様、渋谷はぎゑ様、美里花笑みライズ様、匿名（7名）様
町社協では、引き続き手づくりマスクのご寄付を募集しています。
※感染症予防対策として、町社協でご寄付を集約し、必要な方々へお渡ししております。
学校教育機関への直接寄付、お問合わせ等はご遠慮くださいますよう、何卒ご理解・ご協力
をお願い申し上げます。
■ご留意点：製作の際は、新品・清潔な布のご使用をお願いいたします。
■受付期間：令和 2 年 6 月 1 日（月）～7 月 1 日（水） 平日 9 時～17 時まで
■そ の 他：布マスクがほしい方も、社協事務局までご連絡ください。
但し、数に限りがありご希望に添えない場合もありますのでご了承願います。
■問 合 先：美里町社会福祉協議会／ボランティアセンター（TEL:32-2940）
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新型コロナウイルスによる
休業や失業等をされた方に

特例貸付を実施中

宮城県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低
所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等
の特例貸付を実施しています。（7 月 31 日まで受付）

◆休業された方等向け（緊急小口資金）
緊急かつ一時的な生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
○対 象 者／新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯（１世帯１回のみ）
○貸付上限額／１０万円以内。ただし、下記①～⑦に該当する場合は２０万円以内。
①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
②世帯員に要介護者がいるとき
③世帯員が4人以上いるとき
④世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に
通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
⑤世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通
う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
⑥世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する
費用が不足するとき
⑦その他、休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

○措 置 期 間／１年以内
○償 還 期 限／２年以内
○貸付利子・保証人／無利子・不要
○申込み・問合せ／美里町社会福祉協議会 ℡３２－２９４０ （平日の 9:00～16:00）

小地域福祉活動推進事業 前期申請を受付中
住民みんなが自分らしく、安心して幸せに暮らしていける地域をつくっていくため、
新たな視点で地域課題に取り組む団体やグループを対象に活動支援と助成を行います。
■対象団体／町内の 5 名以上で構成する団体。非営利活動を行い規約等を有する団体。
■対象事業／美里町民を対象に、安心して幸せに暮らしていける地域をつくっていくために
新たに地域課題に取り組む事業。
※活動例：新型コロナウイルス感染症予防を踏まえ、新しい生活様式をとりいれた
生活支援や外出支援、障がい理解の普及、交流・社会参加活動、サロン活動、
世代間・親子の交流事業、地域活性化、コミュニティ形成事業など。

■活動助成／1 事業あたり 5 万円を限度（総事業費の 1 割自己負担）
※審査のうえ本会予算の範囲内で助成。同一事業継続申請の場合は 3 年まで申請可。

■申請期間／前期：4 月 1 日～6 月 30 日まで（後期は 10 月 1 日～12 月 28 日まで）
■申請書類／本会指定の申請書類、団体の総会資料等
■申込み・問合せ／美里町社会福祉協議会 ℡３２－２９４０ （平日の 9:00～16:00）
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次回は令和元年７月生まれ
募集

ふくし総合相談

９日 菊地 凌生ちゃん
（駅東２区）

（駅東１区）

月 日～

月
15

10

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会

令和２年度 社協会員会費について

〒987-0038 宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17-4 美里町駅東地域交流センター内
URL http://www.misato-wel.com/
E-mail：misato@misato-wel.com
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みんなにこにこ ふくしのわ

『あたたかい善意』を
ご紹介いたします
（
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現金のご寄付

23

（駅東２区）

◎羽生絢飛様（駅東２区）
一，一七三円
一，一七三円

25

（駅東２区）

※当月間総額
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物品のご寄付

町民の皆様には、常日頃から社
協へのご理解とご協力に深く感謝
を申し上げます。
さて、例年６月より納入をいた
だいております会員会費につきま
して、新型コロナウイルス感染症
予防の観点から、今年度の会員会
費の納入時期について、延期とさ
せていただく運びとなりました。
町民の皆様並びに関係する皆様方
には、多大なるご迷惑をお掛けい
たしますが、ご了承賜りますよう
お願い申し上げます。
なお、納入時期等については、
現在調整中でございますので、詳
細が決まりましたら、改めて本誌
７月号においてお知らせいたしま
す。

楽天応援バスツアー中止のお知らせ

ひとり親家庭交流事業「おひさ
まの会」、障害児・者交流事業
「ハピパレ」合同で例年７月に実
施しておりました「楽天応援バス
ツアー」について、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため中止
とさせていただきますことをご了
承願います。

◎今月の配食サービス宅配日

日

16

28日 小野寺 望笑ちゃん

◎匿名様（駅東２区）
インスタントみそ汁５箱・乾麺２袋・
ふりかけ２箱・精米1．
6㎏・煎茶２袋
◎匿名様（練牛）
レトルト食品 個・缶詰 個・カップ
麺 個
◎匿名様（中埣１区）
精米 ㎏・煎茶 袋・スープ缶 本・
スティックコーヒー・クリープ計 本
◎匿名様（平針１区）
玄米 ㎏・お菓子 個・レトルト食品
８個
◎匿名様（平針３区）
インスタントみそ汁２袋・スープ２袋
ビン詰２個・レトルト食品 個
◎匿名様（下二郷２）
飲料 本・お菓子２個・煎茶２袋・
ガーゼロール１個・テレフォンカード
１枚
◎匿名様
レトルト食品２個・飲料 本・缶詰２
個・ミックスチョコ１個・石鹸９個
◎㈱瀬川勝雄商店様
食品類 点
◎㈱オリエンタルコンサルタンツ
でんえん土田畑村様
冷凍豚まん 個
◎笑福会様（中二郷）
精米 ㎏・カップ麺 個・タオル 枚
◎匿名様（素山町） 使い捨てマスク 枚
◎千葉真知子様（下二郷２）
使い捨てマスク 枚
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【小牛田地域】
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（峯 山）

８月21日（金） 13:30～15:30 美里町駅東地域交流センター
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18日 青木 新治ちゃん

しんじ

６月19日（金） 13:30～15:30 美里町駅東地域交流センター
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「新型コロナウイルス感染症予
防」の観点から、各種会議及び事
業等につきまして、実施形態の見
直しや延期又は中止とさせていた
だいております。ご理解を賜りま
すようお願い申し上げます。

30

27日 鈴木 羊佑ちゃん
掲載希望の場合は、写真（メディア等）を６月10日（水）までに社協
事務局へお持ち下さい。
◎写真（プリント）の場合…できるだけ顔全体が大きく写っているもの。
◎デジカメの場合…カメラのままお持ち頂いても結構です。
◎メールの場合、写真の他にお子様の氏名（ふりがな）・生年月日・
ご住所・電話番号をお知らせ下さい。（misato@misato-wel.com）

８日 武藤 朔望ちゃん

社協職員が随時相談に応じます。
くらしに関わる困りごとなど内容は問いません。
①一般相談(社協事務局・来所又は訪問)
②電話相談(社協事務局)
・代表電話 (TEL 32-2940／平日8:30～17:15)
・ほっとダイヤル(TEL 070-6401-2681／
年中無休7:00～20:00)
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ベビースター
６月に１歳を迎える
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●ふくしなんでも相談【予約不要・随時】

●無料法律相談【要予約】(予約電話32-2940)

相続・多重債務・家族問題など、弁護士が相談に
応じます。1件当たりの相談時間は30分以内です。

