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まごころありがとう

Ｒ３・８・１〜Ｒ３・９・３０

民間社会福祉活動の充実のために役立ててください。…
と、次の方々から心温まる“まごころ”が寄せられました。
この寄付金は、本会が行う住民主体の福祉活動の貴重な財
源として、有効に活用させていただきます。
【社協活動資金に…】
・建藤洋悦様（新田）
・相馬祐介様（新潟県）

相馬市社会福祉協議会
表彰式
９月４日（土）、相馬市総合福祉センター は
まなす館 多目的ホールにて、「相馬市社会福祉
協議会表彰式」を行いました。
本会に多額のご寄付をいただいた『永井清美
様、渡邉満洲様、一般社団法人 Active Support 様』
に感謝状を、永年勤続の職員９名を表彰し只野
会長からあいさつをいただきました。

彰
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顕

◇日時 令和３年１１月１２日（金）
◇時間 １３：３０〜１６：００
※予約は、令和３年１０月２５日（月）
から受け付けます。
予約・問合せ先
☎３６−５０３３

多年にわたる社会福祉活動によ
り︑佐原英夫様が日本障害者福祉
大会にて表彰を受けられました︒
ここにお祝いを申し上げます︒

無料法律相談の案内

今年で７５年目を迎えました赤い羽根共同募金運動が、今年も１０月１日より開始されます。
コロナ禍の中にある現在、様々な理由から居場所を失い、孤立する方々の生活課題が顕在化し
てきています。
こうした「困りごとを解決する活動」を、全国あらゆる地域で支援している赤い羽根共同募金
の役割は、例年にも増してその重要性が高くなっています。
例年実施している募金活動を、通常通り実施することは困難を伴いますが、 地域のたすけあい
を支えるため、今年も地域の皆様の協力を得ながら募金運動を実施します。
「赤い羽根共同募金運動」の趣旨にご賛同いただき、本年も変わらぬご支援とご協力を賜りま
すよう、よろしくお願い致します。

赤い羽根共同募金のつかいみち
～そうまのまちを良くするしくみ～
令和２年度にご協力いただきました共同募金は、このように活用されています。

地域福祉活動推進のために
…4,641,793 円
・無料法律相談所の開設

行政区ふれあい事業

・福祉バスの運行

石上ウォーキング大会

・車椅子同乗軽自動車の貸出 ・社協だよりの発行
・はまなす館まつりの開催

・子育て支援事業

・行政区地区ふれあい事業
・ひとり暮らし高齢者ふれあい会食会の開催
・ひとり暮らし高齢者ふれあい電話訪問実施
・障がい者等のための声の広報の実施
声の広報の収録

・権利擁護ほっとネット協力員養成講座の開催

福祉関係団体などの活動支援に
…426,000 円
・相 馬 市 老 人 ク ラ ブ 連 合 会… 95,000 円

福祉体験教室

・相馬市身体障がい者福祉会… 95,000 円

ボランティア活動推進のために
…605,000 円

・相 馬 市 手 を つ な ぐ 親 の 会… 35,000 円
・相

馬

市

遺

族

会… 51,000 円

・相馬市民生児童委員協議会…150,000 円

・ボランティア普及事業協力校の指定
・児童、生徒の福祉体験教室の開催
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～共同募金の豆知識～
今年集めた募金は、

～共同募金は計画募金～
共同募金は、使い道を決めてから取り組む募金です。
そのため、ただ募金を募るのではなく、何のために
どのくらい集めるか“使い道”を計画してから募金の
協力依頼を行っています。
このように、共同募金はその年に集めた募金を翌年の
福祉活動に助成する「計画募金」として募金運動を行っ
ています。

来年度の活動に有効
に使われるんだね！

赤い羽根共同募金

募金箱設置協力店舗の紹介
募金箱の設置にご協力いただきました協力店舗様の紹介をさせていただきます。

浜の駅松川浦
地元“そうま”で捕れる新鮮で
お買い得価格の水産物等を提供
しています。
※サービスカウンター斜め向かいに
設置されています。

浜の台所「くぁせっと」
「市民の台所」として、相馬で水揚
げされた新鮮な魚介類などが味わ
えます。
※フードコート内、中央窓側に
設置されています。

道の駅そうま
相馬野馬追の陣屋をイメージした作
りの“道の駅そうま”。地元海産物やお
菓子などの特産物を購入することがで
きます。
※店内券売機横に設置されています。
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９月４日（土）、相馬市総合
福祉センター（はまなす館）を
会場に、“社協感謝の集い”「は
まなす館まつり」を行いました。
今回はコロナ渦の影響を考慮し
午前中の開催となりましたが、
日頃、福祉活動の拠点として「は
まなす館」を利用いただいてい
る市民の皆さんに、楽しく交流
する場を提供するための開催で
す。
開会式では、只野会長のあい
さつと立谷市長からの祝辞のあ
とテープカットを行いオープン
しました。

はまなす館まつり

〔発表コーナー〕多目的ホールステー
ジでは、中村一中学校吹奏楽部によ
るアンサンブル演奏、ＳＣＢによる
ダンス披露、桜丘小学校合唱部によ
る合唱披露が発表され、会場を大い
に盛り上げていただきました。また、
相馬保育園・みなと保育園の園児に
よる絵画展は発想豊かな作品がたく
さんありました。

▲相馬保育園絵画

▲中村一中吹奏楽部

▲ＳＣＢ

▲みなと保育園絵画

▲桜ケ丘小学校合唱部

みんなが楽しく出来るように来場者特典として花の苗、キーホルダー、バルーンを無料で配布し、〔模擬店コー
ナー〕では、飲み物・ドーナツ・お菓子の詰め合わせの販売しました。

〔事業紹介コーナー〕では、社会福祉協議会の事業紹介や共同募金のＰＲ活動も行いました。

子供から高齢者が気軽に集まり、交流を通じて互いに理解し、そして楽しめるようにと開催したところ、コロナ
渦の中多くの方々にご来場いただき誠にありがとうございました。
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各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

◎体験教室のお知らせ
☆日時 １０月１８日（月）、１１月１５日（月）、１２月２０日（月）午後２時～午後３時
☆場所 総合福祉センター はまなす館
☆参加時のお知らせ
・来館する際はマスクを着用し、入り口で消毒をしてください。
・体調が悪い時は参加を控えてください。
・動きやすい服装、汗拭きタオル、水分補給の飲み物は各自準備してください。
※新型コロナウイルスの状況によって、予定を変更する場合がございます。
（問い合わせ
地域福祉係 寺島 電話３６－５０３３）

秋になり過ごしやすい季節になりました。朝夕は冷えますので日中との温度差で体調を
崩さないように注意してください。
暑さが落ち着き、運動をするにも適した気候なので、冬に向けて体力づくりを始める良
い機会です。その際は、いきなり体を動かすのではなく徐々に体を慣らしていきましょう。

<手首ほぐし>

タオルの両端を持
ち、手首や肘を緩
める。

<振り子体操>

右に振った時は、
右足に体重を乗せ
る。つま先を床か
ら離さない。
5

タオルを内回し・
外回しにゆった
りと回す。

足は肩幅より広
めで立つ。
振り子が大きく
揺れているイメー
ジで左右に振る。

左に振った時は、
左足に体重を乗せ
る。つま先を床か
ら離さない。

各係からの募集・案内・お知らせ・事業報告・事業ＰＲなど

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）がみつけた！

相馬のお宝ご紹介！！ ＮＯ．25
相馬のお宝ご紹介では、地域にある様々な支え合い活動を地域のみなさんに
ご紹介していきます。
今回は涼ヶ岡八幡神社敬神婦人会の清掃活動、八幡小学校のクリーン大作戦の
活動をご紹介します。

涼ヶ岡八幡神社で毎年行われる「いもずいも」が
中止となったことをうけ、敬神婦人会の会員約４０名
が、境内の清掃活動に取り組み、汗を流しました。
この活動では神社内が美化されるだけでなく、社会
性のある活動に参加することで健康寿命の延伸につな
がったり、会えなかった期間の情報交換や安否確認を
したりと様々な効果が生まれていました。
人と人とのつながりを絶やさないための工夫が地域
づくりにつながっています。

また、次の日は八幡小学校の児童が「クリーン大
作戦」を行いました。
この活動は清掃活動を通して、地域にある大切な文
化財を地域の様々な人で守っていく保護意識を高める
ために長年続いています。以前は、地域の方と児童が
一緒に作業をしていましたが、コロナ禍のため児童の
みで行っています。
このような状況下においても活動を止めることな
く、手法を変えて地域の大切な資源を守っていく素敵
な活動です。

綺麗になった神楽殿には児童が夏休み中に絵付けし
た竹灯籠が展示されました。
竹灯篭には夏の風景や昆虫、東京オリンピック、ア
ニメのキャラクターなどが色彩豊かに描かれていまし
た。
今年度からは新たな試みとして千客万来館にも作品
が展示されるとのことです。
地域にはたくさんの活動や集いの場があります。地
域のお宝を社協だよりに掲載してみませんか？取材に
伺いますので当会にお知らせください。
☎３６－５０３３ 羽根田まで

地域福祉係

認知症地域支援推進員からのお知らせ！

「オレンジカフェはまなす館」（認知症カフェ）毎月第２・３水曜・第４火曜 14：00～
開催予定日 10/20（水）26（火）11/10・17（水）22（月）12/8・15（水）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、検温や手指消毒などを実施します。マスク着用の上、
ご参加ください。尚、状況により中止・変更となる場合があります。
「出張オレンジカフェ玉野公民館」（認知症カフェ）11/8・12/13（月）1０：３0～
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