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主主 なな 内内 容容
　令和３年２月10日に金山小学校でもりもりク
ラブを実施しました。今回は地域の方と一緒に昔
懐かしいあやとりやお手玉などで遊びました。も
りもりクラブの方が一度に三つの玉でお手玉をす
る姿に子どもたちは驚き、挑戦するも隣の人の頭
にぶつけてしまったりと楽しい時間を過ごしまし
た。新型コロナウイルスに負けず、感染予防を徹
底しながら交流の機会を大切にしていきます。

編集・発行／社会福祉法人丸森町社会福祉協議会・広報委員会
TEL／0224-72-2241　FAX／0224-87-8990　所在地／981-2152  宮城県伊具郡丸森町字鳥屋55-1
ホ ー ム ペ ー ジ／http://www.town.marumori.miyagi.jp/syakyo/hp
メールアドレス／marumori-syakyo@town.marumori.miyagi.jp



　丸森町社会福祉協議会では、令和元年東日本台風の経験を踏まえて、災害ボラ
ンティアセンターに関する研修会を実施しています。今年度は新型コロナウイル
スの影響もありましたが、感染予防を徹底しながら研修会を開催しました。

丸森町災害ボランティア研修

　　　　　　　　　　　　舘矢間地区　災害ボランティアセンター研修会
　令和元年東日本台風の時に支援に入っていただいたウェザーハート災害福祉事務所の千川原公彦先生を
講師に招き、「災害ボランティアセンターの基本のキ」と題して研修会を開催しました。舘矢間地区の自主
防災会を中心に参加をしていただき、災害時のボランティアの活動について現場の写真や動画を見ながら
理解を深めました。参加者がボランティアとボランティアセンターの運営者役に分かれて実際に活動の疑似
体験をすることで、災害ボランティアセンターのイメージができたと参加者の皆さんは話していました。

　　　　　　　　　　　　職員向け災害ボランティアセンター研修会
　町、社協の職員を対象に災害ボランティアセンターの研修会を開催しました。ウェザーハート災害福
祉事務所の千川原公彦先生とにいがた災害ボランティアネットワークの李仁鉄先生をお招きし、災害ボ
ランティアセンターの基本から新型コロナウイルスが流行する中での行政と社協の対応と備えについて
令和２年７月豪雨の被害にあった熊本県での事例に触れながら実際に活動している現場の声を交えて講
演をしていただきました。

令和３年１月13日㈬

令和３年２月５日㈮

丸森町災害ボランティア研修
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筆甫小学校防災教室筆甫小学校防災教室
　令和３年２月25日（木）筆甫小学校で今年度最後の防災教室を行
いました。今回は卓上コンロとアルミホイルだけでご飯を炊く体験を
しました。途中アルミホイルの器から水が漏れるなどのハプニングや
焦げ臭いにおいが充満し、子どもたちだけでなく先生たちも不安気で
したが、ふっくらおいしいご飯を炊くことができました。他にも新聞
紙で食器やスリッパを作る体験をしながら防災の知識を学びました。

　令和元年東日本台風での経験や反省を踏まえて災害ボランティアセンターマニュアルの作成に
取り組みました。策定委員会は町や地域住民、関係団体で構成され、マニュアルをより良いもの
にするため意見を交換し合いました。令和２年12月から３回にわたる検討の結果、災害ボラン
ティアセンター運営マニュアル案を形にすることができました。去る３月16日の社会福祉協議
会理事会で正式に決定されましたので、今後はマニュアルを活用した研修会や訓練を各地区で開
催していく予定です。

▲焦げ臭いにおいの原因は見本
で社協職員が作ったご飯でした

災害ボランティアセンター運営マニュアル策定委員会災害ボランティアセンター運営マニュアル策定委員会

▲戸沢村健康福祉課今井課長と戸沢村社協八鍬事務局
にアドバイザーとして研修をしていただきました
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令和２年度丸森町社会福祉事業功労者表彰式令和２年度丸森町社会福祉事業功労者表彰式

※撮影のため一時的にマスクを外しています。

功労表彰 　　(敬称略)

民生委員児童委員在任９年以上
・佐久間　新　平
・池　田　孝　子
・今　野　よう子
・佐　藤　隆　一
・齋　藤　美津子
・伊　藤　誠　一
・菊　地　友　一
・横　山　順　子
・谷　津　利　明
評議員在任10年以上
・浅　野　元　啓
・齋　藤　重　信
寄付10万円以上
個人
・矢　吹　仁一郎
・仲　川　喜代美（２件）
・小　野　信　行
・齋　藤　良　治
・笹　森　鐵次郎

団体
・株式会社東洋
・佐藤印刷株式会社
・有限会社鈴木工務店
・丸森町建設職組合青年部
・特定非営利活動法人オペレーション・ブレッシング・ジャパン
・有限会社小野商店
・丸森ライオンズクラブ
・株式会社環境産業
・社会福祉法人一寿会
　社会福祉法人鼎会
　社会福祉法人瑞光会
・丸森ロータリークラブ
社会福祉施設役職員勤続10年以上
・阿　部　清　美
・大　槻　梨　香
・安　藤　明　美
・市　川　弘　美
・菊　地　ゆきえ
・齋　藤　一　子
・早　川　亜由美

・小　松　こずえ
・松　浦　洋　己
・西　村　　　尚
・大　槻　美　香
・菊　池　由　加
・佐久間　美　幸
・大　内　加代子
・菊　地　美由紀
・津　田　孝　子
・八　島　卓　志
・伊　藤　三由紀
・大　槻　憲　夫
・鈴　木　和　子
・館　内　さつき

▲丸森町社協、大槻会長の式辞

社協まるもり4 Vol.94



善行表彰
退任民生委員児童委員
・佐　藤　艶　子
・齋　藤　欣　一
・佐　藤　利　一
・門　間　郁　子
・引　地　久美子
・萱　場　法　子
・門　間　征　子
・髙　橋　とし子
・阿　部　榮　子
・星　　　一　子
・照　井　忠　由
・木　津　雄　一
ふれあいサロン活動年数10年以上
・大川口お茶のみ会
・東山鷲ノ平ふれあい会
・裏区お茶のみ会
・南伊手お茶のみ会
・共愛スマイルサロン
５年連続寄付
・株式会社サン・ベンディング
特別会員10年以上
・東京石灰工業株式会社
・株式会社春日部組
・渡　辺　政　巳
・寺　角　商　店
・村　上　健　龍

・有限会社山正タクシー
・佐藤印刷株式会社
・株式会社横塚製作所
・株式会社本田組
・越後自動車　有限会社
・菊　地　清　明
・三　澤　医　院
・有限会社笹原鉄筋工業
在宅介護10年以上
・星　　　征　子
・大　内　千恵子
・八　島　よしい

災害ボランティアセンター功労表彰

土地・建物協力
・海　川　宗　夫
・松野　清彦・千代子・徳昭
・目　黒　　　充
・菅　野　義　和
・鎌　田　美喜子
・宍　戸　善　一
・齋　藤　　　傅
・旧アイユー　北　島　聖　士
災害ボランティアセンター運営協力団体
・一般社団法人OPEN JAPAN
・一般社団法人日本カーシェアリング協会
・特定非営利活動法人ジェン
・一般社団法人YOMOYAMA COMPANY

寄付10万円以上
個人
・半　澤　とめよ
・宮　田　一　郎
・宮　田　三　郎
・宮　田　文　夫
・木　津　雄　一

団体
・みやぎ生活協同組合
・だんごの会
・特定非営利活動法人フェローズウイル
・カトリック北仙台協会
・グローバルマテリアルズエンジニアリング株式会社
・宗教法人真如苑
・仙台市立東仙台小学校まつば児童会
・「軽トラでゆこうプロジェクト」
・吹田市社会福祉協議会施設連絡会
・中台地域センター明るい選挙推進委員会
・仙南保育所連合会
・株式会社チャイルド本社
・株式会社GM ７
・一般社団法人生命保険協会 宮城県協会
・かけはし信託愛の基金
・一般社団法人愛知揆一福祉振興会
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「丸森町の福祉に役立ててください」と次の方々から寄付を頂きましたのでご紹介します。
（令和２年４月１日～令和３年２月26日）

あたたかい善意ありがとうございました （敬称略）

ありがとう
ございました

金銭寄付
個人
4/6 佐々木高之（舘矢間）
6/10 笹森鐵次郎（丸森）
7/2 菊地成孝（大内）
12/29 仲川喜代美（埼玉県川口市）
2/26 加藤　義夫（仙台市）
企業・団体
4/1 トラヤ（亘理町）
4/6 株式会社東洋（丸森）
4/8 福幸やまもと（山元町）
4/22 神明住宅運営委員会（丸森）
4/27 佐藤印刷株式会社（大内）
4/30 株式会社フローラ（角田市）
6/22 吹田市社会福祉協議会施設連絡会（大阪府吹田市）
10/19 有限会社鈴木工務店（丸森）
10/26 丸森カラオケ交流会（丸森）
11/11 福島ヤクルト販売株式会社（大河原町）
12/18 曹洞宗第六区教区青年会（丸森）
1/21 株式会社協和エクシオ東北支店（仙台市青葉区）
2/26 株式会社フローラ内社団法人アクティブサポート（福島県南相馬市）
物品寄付
企業・団体
4/1 丸森町商工会女性部（丸森）

リサイクルチェア10個
6/29 丸森ロータリークラブ（丸森）

マスク1万枚
7/10 ライオンズクラブ国際協会（仙台市青葉区）

アルコール消毒液5ℓ×4本×2箱
マスク30箱

8/17 AINE（大阪府枚方市）
夏マスク100枚　サージカルマスク150枚

9/30 特定非営利活動法人オペレーション・ブレッシング・ジャパン（仙台市）
野外テーブル一式

11/26 みやぎ生活協同組合（仙台市泉区）
マスクケースキット他

1/29 有限会社小野商店（大内）車イス3台
自動販売機募金

（令和２年４月１日～令和３年１月31日）
・船山建設㈱　　　　　　　４，９６２円
・㈲小野商店　　　　　　１５，３９０円
・㈲佐藤製作所　　　　　　７，１９０円
・㈲みやぎダイキャスト　　３，６１６円
・㈱春日部組　　　　　　　２，４５８円

金銭寄付
個人
7/10 仙台保育問題研究会（仙台市太白区）
1/26 丸森町建設職組合青年部（丸森）
2/17 舘矢間各種婦人会（舘矢間）
物品寄付
個人
5/13 鈴木寿幸（仙台市青葉区）

絵本6冊　樹木１本（ドイツトウヒ）
6/8 齋藤　慶昭（小斎）

花苗400本（マリーゴールド）
6/21 西岡　恵豊（丸森）　絵本30冊
2/15 佐藤　勝廣（大張）

ひな人形（七段飾り、京雛、西陣織）
企業・団体
5/21 リニューアブルジャパン株式会社（東京都港区）

絵本45冊
5/29 丸森ライオンズクラブ（丸森）

新畳（半畳用）17枚
6/5 丸森町商工会青年部（丸森）

 樹木１本（ドイツトウヒ）
6/24 有限会社霜山畳工業所（丸森）

新畳（半畳用）６枚
7/7 株式会社環境産業（栗原市）

幼児用ジャングルジム
7/14 保育士室MYSIGT若林ハロウィン（東京都世田谷区）

ぬいぐるみ200体、ハーバリウム70ケ、木工キット40ケ
8/26 社会福祉法人一寿会（仙台市泉区）、

社会福祉法人鼎会（仙台市泉区）
社会福祉法人瑞光会佐沼保育園（登米市）
絵本89冊

12/14 「人と防災未来センター友の会」（兵庫県神戸市）
菓子セット150ケ

12/18 日本基督教団兵庫教区　被災者生活支援・長田センター（神戸市兵庫区）
電飾（イルミネーション）4箱

12/23 丸森ロータリークラブ(丸森)
「クリスマスプレゼント」お菓子詰め合わせ170セット

●地域福祉 ●認定こども園
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ボランティア通信ボランティア通信

令和３年度　令和３年度　ボランティア保険加入受付中!!ボランティア保険加入受付中!!

Aプラン Bプラン Cプラン 天災プラン

年間保険料 300円 500円 700円 670円

傷害補償
（死亡保険） 1,000万円 1,500万円 2,200万円 1,700万円

賠償責任補償 ４億円 ４.５億円 ５億円 ４億円

携行品損害補償 10万円限度

　ボランティア活動中の万が一の事故やケガ、そんなときに自分も相手も守るのが「ボランティ
ア保険」です。加入申し込みは丸森町社会福祉協議会で受付中です。ボランティアをする人も
される人も安心の活動を始めましょう。昨年ご加入頂いた方は、令和３年3月31日で保険期間
が終了していますのでご注意ください。ボランティア保険は年度加入ですので、お早めの加入
をおすすめします。

●保険期間はいつからいつまで？
　毎年４月１日から翌年の３月31日です。中
途加入の場合も３月31日で補償期間は終了し
ます。また、保険料も変わりません。
●複数のボランティアグループに
　　　　　　　　　　所属している場合は？
　どちらか１つのグループで加入手続きを行っ
てください。他のグループでの活動でも補償さ
れます。

傾聴ボランティア養成講座
令和３年１月15日（金）・22日（金）
　NPO法人仙台傾聴の会の方々を講師にお迎えして、舘矢
間まちづくりセンターを会場に傾聴ボランティア養成講座を
開催しました。参加者の方からは「話をするのは得意だけど、
聴くって難しいね」「難しかったけど今後のボランティア活
動に活かせそうだ」など多くの声を聴くことができました。

仮設団地でボランティア活動
　町内各仮設団地の集会所開放日に１～２
名で参加し、運営サポートを行っています。

傾聴とは「耳を傾けて、熱心に聴くこと」
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

環境に優しい植物油インキを
使用しております。

この広報紙は、皆様の会費と赤い羽根共
同募金の配分により作成いたしました。

まもりーぶまもりーぶまもりーぶ
みやぎ地域サポートセンター

広報委員 ◎森　　浩・○齋藤洋一・大槻　茂・谷津俊幸・八島　健・門間郁子・八島都貴子

　丸森町社会福祉協議会では、町民の皆様に加え、趣旨にご賛同いただきました企業・団体様
を会員とし、福祉の充実のために日々活動をさせていただいております。

一般会費 ………１世帯 800円
賛助会費 ………１　口 3,000円
特別会費 ………１　口 10,000円
年間を通して会員を募集しています。ご協力をお願いします。

社協会費へのご加入
ありがとうございました
1/29　賛助会員

グリーン鈴 様（丸森）

皆様の会費で、福祉の充実を！皆様の会費で、福祉の充実を！

まもりーぶとは…「まもる」「びりーぶ」（信じる）を組み合わせた愛称です。
　在宅の認知症高齢者や、知的障がい・精神障がいのある方で、自分に必要な福祉サービスを選んだり、
利用するための契約を結んだり、利用料等の支払いをすることが一人で出来ない（自信がない）方のご
相談に応じ、暮らしのサポートをしています。

どんなことをしてくれるの？
○福祉サービス利用のお手伝い
○日常的な金銭管理のお手伝い
○書類等のお預かり（契約によりサービスの提供を行います。）

※サービス料金と旅費は「生活保護世帯」は全額、「市町村民税非
課税者」は半額が免除になる場合があります。

生活のこと・子どもの問題・住居や家族
のことなどで、自分だけでは解決でき
ずに困っている方に親身になって相談
に応じます。（相談は無料で秘密を厳守
します）

毎月　第１・３・５火曜日　午前10時～午後３時
（祝・祭日にあたるときはその翌日）

場　　　　所：丸森まちづくりセンター　１階　婦人研修室
問い合わせ先：丸森町社会福祉協議会
　　　　　　　丸森町字鳥屋55-1　TEL 72－2241

困りごと…困りごと…悩みごとは…悩みごとは…

へどうぞ！へどうぞ！

基 本 料 金 1 か月／ 700 円

サ ー ビ ス 料 金  30 分／ 500 円

書 類 お 預 か り 料 1 か月／ 300 円

サ ー ビ ス 提 供 に
係 る 旅 費 距離に応じて

月 日 曜日 相談員氏名
４ 6 火 門　間　郁　子

20 火 菊　地　友　一
５ 6 木 戸　村　まさ子

18 火 菊　地　健　二
６ 1 火 門　間　郁　子

15 火 菊　地　友　一
29 火 戸　村　まさ子

７ 6 火 菊　地　健　二
20 火 門　間　郁　子

利用料金

相　談　員

菊地友一
（大　内）

菊地健二
（丸　森）

門間郁子
（筆　甫）

戸村まさ子
（小　斎）
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