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●小地域福祉活動支援事業
●お知らせ

こどもたちへ

～福祉教育サポーターより～

福祉教育を共に推進する福祉教育サポーターの皆様に、こどもたちへ伝えたい
メッセージを書いていただきました。
「沢山失敗しよう！」「夢を持って」「また 会いたいね」…
地域には、こどもたちの応援団がたくさんいます。
（※写真撮影時のみマスクを外しています）【関連記事２ページ】
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地域ふくし活動紹介
福祉教育サポーターズミーティング
ふくしの学びをともに

青生地区社協 高齢者福祉研修会
いきいき百歳体操体験会
青生地区社協では、2 月 22 日(火)【堀切・

３月１４日（月）、福祉教育サポーター14

松ヶ崎・笹館】、24 日(木)【梅ノ木・的場柳

名と美里町の福祉教育について情報交換

原】に高齢者福祉研修会を開催しました。

を行いました。

今年度は、感染症対策のため、２日間にわ

様々な人との出会いや対話の中から共に

け百歳体操体験会を実施しました。参加者か

生きる力を育む福祉教育。美里町社協は今

らは、「自分のためにも、地域のためにも、身

後もサポーターの皆さまと共に福祉教育を

体を動かして元気でいることが一番だね。」

推進していきます。

との感想が聞かれました。
筋力運動は、週１～２回が効果的です。地
域みんなで取り組むのもいいですね！

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ第二水曜会
「つながり」を大切に

不動堂小学校
「ふくしカルタ」完成！
「総合的な学習の時間」の中で 1 年間かけ

青生地域で活動しているボランティアグル

て「ふくし」について学んだ不動堂小学校４

ープ第二水曜会は、地域の一人暮らし高齢

年生７４名（新５年生）がオリジナルの「ふくし

者等へ、感染対策を講じながら絵手紙と桜

カルタ」を制作し、ご寄付いただきました。

餅をお届けしました。お茶のみサロンの開催

地域や施設など、ご希望の方に貸出しいた
します。児童一人ひとりの思いやりあふれるカ

は見送っていますが、あたたかい「つながり」
をずっと続けています。

ルタを、ぜひご覧ください。
【問合せ先：社協事務局 ☎32-2940】
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小地域福祉活動支援事業申請（前期）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
地域課題の解決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／5 名以上で構成、規約等が整備され非営利活動を行う団体
■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
取り組む活動〔※以下、（1）～（3）参照〕
（1）生活課題の解決に向けて
◇各種相談会（子育て、いじめ、虐待、介護等）
◇サロン活動（健康づくり、お茶飲み会、生きがいづくり、介護予防等）
◇日常生活支援（買い物、ゴミ出し、家事援助等）
（2）地域課題の解決に向けて
◇住民交流（世代間・親子交流、意見交換会等）
◇防災・防犯（防災研修会、要援護者支援体制づくり、夜間パトロール等）
◇見守り（高齢者、障害者、子どもの見守り、声掛け、傾聴等）
◇孤立防止（居場所づくり、社会参加支援、地域共生社会に向けた啓発等）
（3）その他
◇人材育成（地域活動・ボランティア活動の担い手づくりの研修会等）
◇子ども主体活動（中学・高校生が取り組む環境美化・社会奉仕活動等）

■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／５月 3１日（火）まで受付
■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／9:00～17:00）

～「ふだんの くらしの しあわせ」 プチ情報～

【お金（硬貨、お札）】
硬貨は分かりやすいです
が、お札も値段によって長さ
が異なり、指で触ってわかる

今月のテーマ

ように印が入っています。

「ユニバーサルデザイン」
「ユニバーサル」…みんなの、「デザイン」…設計
つまり、「だれにとっても使いやすいように作られた
もの」のことです。
子ども、高齢者、障がいのある人、妊娠中のお母
さん、外国の人、右利き・左利き…いろんな人達のこ
とを考えて設計されている「思いやりの形」です。
「ふくしの工夫」は、くらしの中に何気なくあふれ
ています。 ぜひ、探してみてはいかがでしょうか。
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【多目的トイレ】
車イスやベビーカー、
赤ちゃん連れでも安心し
て使えますね。
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４月に１歳を迎える

わが家の

～ふくし総合相談～

第 196 号

ベビースター

■ふくしなんでも相談【予約不要】
（相談時間／平日 8:30～17:15）
社協職員が相談に応じます。くらしに
関わる困りごとなど内容は問いません。
①ご来所による相談（社協相談室）
②訪問による相談（※日時等要調整）
③電話による相談（☎32-2940）
■無料法律相談【予約制☎32-2940】
法的問題解決への第一歩。弁護士が
相談に応じます。
開設月日
場 所

４ 月 1５ 日（金）

みなと

（和多田沼１）

（彫 堂）

れいじ

６日 鎌田 玲士ちゃん

募集

（彫 堂）

次回は令和３年５月生まれ

掲載希望の場合は、写真（メディア等）を４月11日（月）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。
◎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）

※相談予約多数につき、原則として年度内
お一人1回までのご予約とさせていただき
ますことをご了承願います。

（
月 日～

２
16

月

３

『あたたかい善意』を
ご紹介いたします

現金のご寄付

15

日）

《一般寄付》
◎匿名様
八,四一二円
◎匿名様
一〇,〇〇〇円
◎匿名様(西原)
一〇〇,〇〇〇円
◎匿名様(上二郷1)
三〇,〇〇〇円
◎匿名様(不動堂四区)
八,八〇二円
《フードバンクへ》
◎匿名様(中埣)
一〇,〇〇〇 円

※当月間総額
一六七,二一四円

【 訂 正 】
本紙 3 月号（第 195 号）「わが家のベビー
スター」のコーナーにおいて、タイトルの標記（誕
生月）に誤りがございました。
ご応募いただきました方々にお詫び申し上げ
ますとともに、次のとおり訂正させていただきます。
誤・・・2 月に 1 歳を迎える
“わが家のベビースター”
正・・・3 月に 1 歳を迎える
“わが家のベビースター”
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社会福祉法人 美里町社会福祉協議会
TEL 0229（32）2940／FAX 0229（32）5160
〒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

https://www.misato-wel.com/

E-mail：misato@misato-wel.com

－4－

物品等のご寄付

10

《事業活動へ》
◎匿名様
未使用ハガキ 枚
鉛筆4ダース
未使用ハガキ8枚
未使用ハガキ 枚
未使用ハガキ6枚
未使用ハガキ 枚
切手(九〇二円分)

18

◎匿名様
◎匿名様
◎匿名様
◎匿名様

《フードバンクへ》
◎匿名様
肌着類 点
◎匿名様
レトルト食品 点
◎匿名様 食品ギフト セット
洗濯洗剤本 本
◎匿名様(平針1区)
袋菓子 袋
飲料 本
◎匿名様 食品ギフト4セット
ボックスティッシュ5箱
カップ麺 個
◎匿名様(木間塚2)
インスタント麺等 点
◎匿名様
ボックスティッシュ 箱
◎菜の葉一枚から様
ウェットティッシュ1個
洗濯洗剤3箱

月社協メモ

声 の 広 報 録 音 日
声 の 広 報 録 音 日

『ご協力ありがとうございました。』

1日

日

４

６日 千葉 朱莉ちゃん

駅東地域交流センター

開設時間
1３：30～16：00（お一人 30 分以内）

28

あかり

１日 渡部 湊翔ちゃん

