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　令和３年４月より、丸森町社会福祉協議会が大内
保育所の運営主体になりました。丸森たんぽぽこど
も園・丸森ひまわりこども園・大張児童館に続き、
地域の保育の充実、福祉の向上に努めてまいります。

（→関連記事は３ページにあります。）
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大内保育所が
私立の認可保育所に移行しました！



大内保育所
だより

社会福祉法人 丸森町社会福祉協議会
認可保育所

大内保育所
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合　計
507,123千円

収 入
合　計

507,123千円

支 出

１　地域福祉の推進
２　児童福祉と福祉教育の推進
３　介護を予防するための事業の充実強化

４　ボランティアセンター運営事業の推進
５　総合的な相談支援事業の推進

○高齢者福祉推進事業
　ふれあいサロン事業の活動支援 /一人暮らし高齢者への誕生カード配付
　もりもりクラブ /コミュニケーション麻雀を活用した介護予防の取り組み
○障害者福祉推進事業
　障害者支援事業 /交流事業
○児童福祉推進事業
　ブックスタート事業 /遺児支援事業 /学童保育支援事業
　子育て支援事業
○災害援護事業
　災害時の見舞金
○福祉用具利用サービス事業
　車イス・介護用ベッドの貸し出し　　

○ボランティアセンター活動事業
　ボランティアの登録・相談・活動調整 /広報・啓発活動
　ボランティア活動保険加入受付 /ボランティア団体活動支援 /福祉教育
○災害ボランティアセンター事業
　安心安全な地域づくり推進事業（生活あんしん事業）
　災害備蓄品の展示・紹介
　自治組織や自主防災組織との連携
　災害ボランティアセンター運営
　協力者育成事業（県社協補助事業）
○被災者支援事業
　令和元年東日本台風により被災した方々への支援
　（地域支え合いセンターと連携）

○大張児童館管理運営事業
○丸森たんぽぽこども園事業
○丸森ひまわりこども園事業
○大内保育所運営事業

○総合相談支援事業
　町民の困りごと相談 /巡回相談の実施
○福祉サービス総合支援事業
　成年後見事業
○受託事業
　地域福祉等推進事業 /家族介護者交流サロン /介護教室
　生活福祉資金貸付制度 /日常生活自立支援事業
　生活支援体制整備事業 /被災者見守り・相談支援事業「丸森町社協地域支えあいセンター」
○資金貸付事業
　低所得者への資金貸付事業と償還指導

地域福祉事業地域福祉事業

その他の事業その他の事業

ボランティアセンター活動事業

こども園関係事業

重点
目標

人件費支出
305,237千円

事業費支出　64,007千円

事務費支出 61,304千円

貸付事業支出
300千円

助成金支出　2,618千円

負担金支出
81千円

その他の支出 6,612千円

施設整備等による支出 1,300千円

その他の活動による支出　39,747千円

予備費 400千円
当期末支払資金残高

25,517千円

会費収入　4,230千円
寄付金収入　900千円
補助金収入　51,603千円

受託金収入　23,866千円
貸付事業収入　300千円
事業収入　439千円

保育事業収入
371,793千円

指定管理事業収入
10,039千円

受取利息配当金収入
10千円

その他の収入　6,334千円

サービス区分間繰入金収入　1千円
拠点区分間繰入金収入　13,638千円 前期末支払資金残高　23,970千円

令和３年度　丸森町社協の事業計画・予算令和３年度　丸森町社協の事業計画・予算

私立の認可保育所としてスタートしました！

【所在地】
　丸森町大内字西畑92−7

【お問い合わせ】
　TEL 0224−79−3119

　大内保育所は令和３年４月１日より丸森町社会福祉協議会の認可保育所として
スタートしました。今年度は、０歳児から5歳児までの24名のお子さんが入所し
ています。子どもたちは、豊かな自然のなか、地域の方々に見守られ元気いっぱ
いのびのびと過ごしています。一人ひとりの子どもたちが笑顔にあふれ、心身共
に健やかに育ち、保護者の方々が安心して子育てできるよう支えることを理念に
おいて保育を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

　こどもの日のお祝
い会では、子どもた
ちがこいのぼりのよ
うに健やかに大きく
なるよう願いをこめ
てクラス毎にお祝い
をしました。

大内保育所
　周辺地図です

大内保育所
所長　大槻 小枝子 大内保育所だより

丸森町社協の新役員体制が決まりました丸森町社協の新役員体制が決まりました
　役員の任期満了に伴い、６月17日
開催の定時評議員会で新役員（理事
11名・監事２名）が選任され、その
後６月25日に開催された理事会で、
会長、副会長及び常務理事が決まりま
した。役員の任期は、令和５年６月開
催予定の定時評議員会終結の時までの
２年間です。
　新役員体制の下、更なる地域福祉活
動の推進に努めてまいります。今後と
もご指導とご協力をよろしくお願い申
し上げます。

理事（11名）
会  　長 森　　　浩
副 会 長 小川喜美子 船山　和子
常務理事 谷津　俊幸

理  　事
菊地　清明 齋藤　洋一 佐藤千賀子
土生利之（新任） 門間　郁子
谷津　晶一 八島　　健

監事（２名）

監  　事 伊藤　暉郎
小野　武彦

任期満了により退任された理事
大槻　　茂（前会長）
佐藤　光子
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丸森ひまわりこども園
大張児童館だより

丸森たんぽぽ
こども園だより

問い合わせ

　丸森たんぽぽこども園では「笑顔とありがとう」を大切に、一人ひとりの子ど
もたちの健やかな成長を保護者の皆様と一緒に見守っていきます。新型コロナウ
イルス感染症の対策にもしっかり取り組み、子どもたちにとって楽しい・安心し
て過ごせる園になるように、職員全員で力を合わせていきますので、よろしくお
願いいたします。

　７月から丸森たんぽぽ子育て支援センターが再開し、丸森ひまわり子育て支援センターと
両施設が利用できるようになりました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予約制で、
利用時間１時間、３組に人数を制限させていただき、町内の方のみの利用になります。ご利用
の際は事前に下記の連絡先に電話でお申し込みください。
　今年度は、例年6月に実施していた「丸森町内巡り」や「制作キットでつくってあそぼう」
を引き続き計画していきます。

※新型コロナウイルス感染症の町内での感染状況や拡大防止の観点から、開園の変更がある場
合がありますので、各園にお問い合わせください。

　丸森町社会福祉協議会のホームペー
ジでもお知らせしていきます。

丸森たんぽぽ子育て支援センター
TEL　0224−86−4423

丸森ひまわり子育て支援センター
TEL　0224−87−8985

丸森たんぽぽこども園
園長　村 田 利 恵

丸森たんぽぽこども園だより

丸森ひまわりこども園だより

大張児童館だより

　外遊びや散歩など、
体を動かしながら元
気いっぱい過ごして
います。花や虫、カ
エルなどの植物や生
き物に触れたり、観
察したりと自然の面
白さを感じながら遊んでいます。
　また、園の畑で枝豆やトマト、ピーマンなどの夏野菜
を育てており、毎日水やりをしながら大きくなるのを楽
しみにしています。

子育て支援センター利用のお知らせ子育て支援センター利用のお知らせ

大きく
育つといいなぁ

子育て支援センターでの丸森町内巡りの様子

　平成31年４月に開園した本園もお陰様で３年目を迎えました。園では、子ど
も一人ひとりの気持ちをしっかりと受け止め、自分はこの世で一番大切にされて
いると心から感じることができるよう信頼関係を築いていきます。温かなまなざ
しの下、笑顔と歓声にあふれ、いきいきと活動する子どもを育んでいきたいと思っ
ています。コロナ禍の中ではありますが、地域に開かれた身近なこども園として、
さらに多くの方に利用していただき、保護者の皆様、地域の皆様と共に子どもた
ちの成長を見守り、地域の子育て支援の拠点としての役割を担っていきたいと考
えています。

　令和3年度は125名の子どもたちで丸森ひまわりこど
も園がスタートしました。広くて開放感がある園庭を走
り回ったり、滑り台・鉄棒・クライミングの遊具などを
使って毎日おもいきり体を動かして遊んでいる子どもた
ちです。

　令和３年度は幼児部２名の新入館
児を迎えて８名、学童部は３名の１
年生を迎えて19名でスタートしまし
た。豊かな自然の中で、子どもたち
が健やかに成長する事を願い、温か

丸森ひまわりこども園
園長　佐藤 千賀子

大張児童館
施設長　佐 藤 久 子

い雰囲気の中で、一人ひとりの思いを受け止めて、保育を進めています。また、地
域の皆様との交流をしながら、いろいろな体験を通して、思った事感じた事を表現
できるようにしていきたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。

　野菜の成長を楽しみに
お世話をしたり、お散歩
に出かけ、外遊びも楽し
んでいます。学校から
帰った児童はボードゲー
ムや野球、バドミントン
と活発に友達との遊びを
充実させています。
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お問い合わせ お問い合わせ

福祉体験一覧

防災教室一覧

視覚障害者視覚障害者
疑似体験疑似体験

ボランティア通信ボランティア通信

●輪投げ
●まんまりも
●ボーリング

　公式の道具がなかなか入手できな
かったので、町内で自作しちゃいまし
た！
　蔵王町社協様より、ボランティアの
方々が伐採した間伐材を譲っていただ
き、耕野在住の大工、木津雄一さんに
加工をしていただきました。蔵王町の
ボランティアと丸森町のボランティア
のコラボレーションでできた作品です。
今後、各地区で体験会を開催しますの
でお楽しみに!!

丸森町社会福祉協議会　電話番号　７２– ２２４１

モルックとは？
　フィンランドはカトレア地方の伝統的
なキイッカというゲームをもとに開発さ
れたスポーツです。モルックという木の
棒を投げて倒した的の合計点数が50点
ピッタリになるように競い合います。

日本モルック協会HPより抜粋

モルックとは？

レクリエーション用具お貸しします!!レクリエーション用具お貸しします!!

▲卓球バレー ▲コミュニケーション麻雀 ▲スカットボール

●コミュニケーション麻雀
●卓球バレー
●スカットボール

●ボッチャ
●的あて
●まちがいさがし

福祉体験と防災教室のご案内福祉体験と防災教室のご案内

車いす操作の仕
方や声がけ、普
段の生活を車い
すで疑似体験を
します。

白 杖 や 点 字 ブ
ロックを使って
視覚障害の疑似
体験を行う内容
です。

誰でも楽しめる
スポーツを実戦
形式で体験しま
す。

装具をつけて、
色の見え方の違
いやユニバーサ
ルデザインに実
際に触れてみる
内容です。

備蓄品を使った、
水をあまり使わ
ないでできるサ
バイバル飯を作
る内容です。

地区の防災訓練
などで、防災グッ
ズの紹介をした
り、防災につい
て学べる講座を
行っています。

段ボールを組み
立てて実際に寝
ることと、床で直
接寝ることの違
いを体感します。

車いす体験

高齢者高齢者
疑似体験疑似体験

段ボール段ボール
ベッド作成ベッド作成

防災防災
クッキングクッキング

ニュースポーツニュースポーツ
体験体験

防災グッズ防災グッズ
紹介紹介

ほかにもいろいろな
活動があるみたいだ
からまずは丸森町社
協へ電話だー

丸森町社会福祉協議会　TEL ７２– ２２４１

丸森町社会福祉協議会（通称：丸森町社協）では、小学校
や地域を会場によりよい地域を考えるきっかけづくりとし
て、福祉体験や防災教室を実施しているよ！もし、自分た
ちの学校や地域でやりたいと考えている方はぜひ丸森町社
協へ連絡してね！今話題のモルックを手作りしました!!

▲蔵王町での伐採作業

▲蔵王産、杉の丸太

▲丸い形は鉋
かんな

を使って手作業で
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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。

広報委員 森　　　浩 ・ 齋藤　洋一 ・ 谷津　俊幸 ・ 八島　　健 ・ 門間　郁子 ・ 佐藤千賀子

丸森町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染
症の影響により、減収した方や失業した方を対象に資
金の貸付を実施しています。詳しくは、下記のとおり
お問い合わせください

高齢の方や障がいをお持ちの方に、福祉用具
を貸し出しています。介護保険制度外のサー
ビスなので要介護認定は不要です。必要な方
は、ぜひご相談ください。

丸森町社会福祉協議会事務局
〈新規採用〉
総務・子育て支援班
主　　　事：池田　柚花　※兼務：地域福祉班
地域支え合いセンター
生活支援相談員：齋藤　勝幸

〈異　　動〉　（　）異動前
事務局
次　　　長：渡辺　靖子（事務局次長兼事業局次長）
総務・子育て支援班
班　　　長：小野　浩昭（事業局長）　※丸森町派遣
主　　　任：荒井　夕香（事業局主事）
主　　　事：小野　公恵（事業局主事）
地域福祉班
班　　　長：伊東　圭太（事務局主任兼福祉活動専門員）
福祉活動専門員：加藤 一聖（事務局福祉活動専門員）
主　　　事：菊地　圭一（事業局主事）
　　　　　　※兼務：総務・子育て支援班
大内保育所

〈異　　動〉　(　) 異動前
所　　　長：大槻小枝子　※丸森町派遣
主任保育士：榎並　恵利（丸森たんぽぽこども園主任保育士）
主任保育士：高橋ひろみ　※丸森町派遣
調　理　師：菊田　由美　※丸森町派遣
調　理　師：森谷　裕子　※丸森町派遣

丸森たんぽぽこども園
〈異　　動〉　（　）異動前
園　　　長：村田　利恵　※丸森町派遣

（丸森ひまわりこども園主幹保育教諭
　　　　　　兼丸森たんぽぽこども園主任保育士）
主任保育士：白木　友枝

（丸森ひまわりこども園　主幹保育教諭）
〈正職員登用〉
看　護　師：田所　和子
保　育　士：半澤菜々花
保　育　士：横塚　尚子
丸森ひまわりこども園

〈異　　動〉　（　）異動前
園　　　長：佐藤千賀子　※丸森町派遣満了
主幹保育教諭：平間裕美子　※丸森町派遣

〈正職員登用〉
看　護　師：佐藤ゆり子
保 育 教 諭：八巻　美佳（丸森たんぽぽこども園保育士）
大張児童館

〈異　　動〉
児童厚生補助員：渡邊　るり　※丸森町派遣

〈退　　職〉（令和３年３月31日付け）
丸森町社会福祉協議会事務局
地域支え合いセンター
生活支援相談員：佐藤　由美　※雇用契約期間満了
丸森たんぽぽこども園
園　　　長：八島都貴子　※雇用契約期間満了

受付期間：令和３年８月末日まで
受付時間：平日の９：00 ～ 17：00
電話番号：0224-72-2241

車イス、ベッド：３００円／１か月
（最初の２か月は無料）

お問い合わせ：丸森町社会福祉協議会
電話番号：0224-72-2241

「緊急小口資金」「総合支援資金」「緊急小口資金」「総合支援資金」
貸付のお知らせ貸付のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

「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。（敬称略）

（令和３年 3 月１日～
令和３年６月７日）あたたかい善意ありがとうございました

金銭寄付
4 ／ 28 佐藤印刷株式会社（大内）
5 ／ 17 大河内今朝治（大内）

自動販売機募金
（令和３年２月１日～令和３年5月31日）

・船山建設株式会社　　　　　２，２９０円
・株式会社小野商店　　　　　９，９８６円
・株式会社佐藤製作所　　　　３，７７８円
・株式会社みやぎダイキャスト　２，８３２円
・株式会社春日部組　　　　　１，０３２円

●地域福祉 物品寄付
4 ／５ SAPジャパン株式会社

災害用備蓄用品

物品寄付
3 ／ 1 斎藤好和

手作り雛人形
4 ／ 4 株式会社F.K.solutions

こども用マスク

●認定こども園

お問い
合わせ

福祉用具をお貸しします福祉用具をお貸しします

職員異動のお知らせ（令和 3 年 4 月 1 日付け）

社協まるもり8 Vol.95
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