
ふれあいネットワーク事業を紹介しますふれあいネットワーク事業 紹介します
　ふれあいネットワーク事業とは、高齢者の方などが日常
生活をする上で困りごとが起きた時に、地域の皆さん（ボ
ランティア）で支え合い、
助け合いながら支援する
活動をしていくことで、そ
の地域で安心して暮らす
ことのできる町づくりを
目的としている事業です。

　川崎町ボランティア友の会では、できる活動をしようという
ことで、一人暮らし高齢者の方々を対象としたお茶っこ飲み会
を、コロナウイルス感染防止対策をしながら毎月行っています。
一昨年は、台風19号で被害を受けた地域でのボランティア活
動、炊出し支援やレイクサイドマラソンへの協力を行いました。
みなさん和気あいあい、元気はつらつに活動しています。
　どなたでも入会することができます！
　一緒にボランティア活動をしてみませんか？

ボランティア友の会
会員募集！ ５００円友の会年会費

TEL.８５-１２２２お問い合わせ

　川崎町ボランティア友の会では、一人暮らしの高齢者の方々
を対象に、体操や簡単な
手工芸を行ったり、お茶
を飲みながら気軽に話
ができる交流の場、「お
茶っこ飲み会」を毎月開
催しています。是非一度
参加してみませんか？

お茶っこ飲み会のお知らせ 令和3年4月7日(水)、5月12日(水)日　時

10：00～12：00時　間

川崎町健康福祉センター　
1階　やすらぎの間
※4月からしばらくの間、
　やすらぎの間での開催となります。

場　所

お茶飲み、健康体操や趣味活動内　容

１００円～参加費

川崎町ボランティア友の会主　催

活 動 内 容
掃除やゴミ出し、整理整頓や買い物などの生活支援活
動で、ボランティアとしてできる範囲の活動となります。
活動日は平日（年末年始を除く）、３０分～１時間程度で
の活動を行っております。

対 象 の 方
要支援認定者、基本チェックリストに該当される方、
地域包括支援センターより依頼のあった方

利用について
まずはご相談下さい。地域包括支援センターと支援内
容などを確認しながら利用に向けて進めていきますの
で、お気軽にお問い合わせ下さい。

活動員も随時募集しております。

川崎町地域包括支援センター　TEL.８４-６０２１
川崎町社会福祉協議会　　　　TEL.８５-１２２２

お問い
合わせ

興味をお持ちの方はお気軽にご連絡下さい。

川崎町社会福祉協議会

TEL  0224－85－1222　 FAX  0224－85－1224
 E-mail  kawasakit-shakyo@io.ocn.ne.jp

発行：社会福祉法人
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川崎第二小学校
キャップハンディ体験

視覚障がい(情報障がい・声かけ誘導)体験

12月11日(金)、川崎第二小学校で、全学年を対象にキャップハンディ体験を行いました。
各学年の体験について紹介します。

　1、2年生は始めに情報障がい体験を行いました。目
隠しをしないグループに絵を見てもらい、いくつかの質
問に答えるやりとりを、目隠ししたグループのみなさん
は耳で得る情報だけで答えを当てる体験をしました。
　声かけ誘導体験では、目隠しをしたペアの人を、離れ
た場所から声かけだけで自分のところへ誘導します。周
りの物音でうまく聞き取れないこと、見えない中で歩く
怖さ、正確に状況を伝える必要性を学んでいます。

キャップハンディ体験、防災・ふくし体験・学習を
随時受け付けております！！

～キャップハンディの例～
●車椅子体験
●白杖体験
●視覚障がい
　距離感覚体験

●視覚障がい誘導体験
●情報障がい体験
●点字体験
●高齢者疑似体験

～防災・ふくし教育プログラムの例～

お問い合わせは…TEL.0224-85-1222　川崎町社会福祉協議会まで

●防災ビンゴゲーム
●非常持ち出し袋の紹介
●非常食紹介・試食・
　防災クッキング
●避難所体験

●ＫＹＴ(危険予知トレーニング)
●災害シミュレーション
　(バーチャルマップ作り)
●防災福祉マップづくり
●サバイバル飯作り

　キャップハンディ体験では、障がいを持っていることにより、日常生活で大変なこと、障がいを持っていてもできること
を、疑似体験等を通じて学んでいただきます。
　防災・ふくし体験・学習では、突然やってくる災害から身を守るために、災害時の知識、災害時のシミュレーションマップ
作り体験、日頃から備えておく物品や、簡単に作る事ができる非常食や調理方法の紹介など、年齢問わず防災体験や防
災・ふくし教育プログラムを実施します。
　この他にも、避難時(避難所での生活等)体験談などの話もできますので、気軽にお問い合わせ下さい。

今回のキャップハンディ体験を通じて、障がいやふくしについて学びました。
これからは障がいのあるなしに関わらず、「人として」困っている方がいたら、

自分には何が出来るか、人を思いやる気持ちを持つ人間に成長してほしいと思います。

1、2年生

視覚障がい(点字)体験
　3、4年生は点字体験です。まず、点字が打ってあるも
のは何があるか事前に調べて発表してもらい、身近なと
ころでたくさん点字が使われていることを全員で共有
しました。
　次に、点字を打つ体験を行いました。打ち方に慣れて
くると、課題に合わせて次々と打っていました。目が見
えなくても、点字という方法で字を書いたり読んだりで
きることを学びました。

3、4年生

視覚障がい(距離感覚・白杖)体験
　5、6年生は、目が見えない中で指定した距離ぴったり
に歩けるかを試す距離感覚体験と、白杖体験を行いま
した。
　普段なら何気なくできることが目が
見えないだけで困難になること、その
中でも正確な状況説明・誘導があれば、
目が見えなくてもできるようになるこ
とを学びました。

5、6年生
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住人から、「雪かきのおかげで歩きやすくなった、ありがとう。」と感謝の言葉をいただきました。
ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。

赤い羽根共同募金報告　運動実施期間：１０月１日～１２月３１日まで

歳末たすけあい運動募金報告　運動実施期間：１2月１日～１２月３１日まで

その他の募金

配分報告

赤い羽根共同募金合計額 1,455,570円

歳末たすけあい運動募金合計額 75,000円

●ハートフルベンダー募金…22,804円

前回報告分合計額…1,432,766円

皆様のあたたかい善意ありがとうございました。

川崎町共同募金委員会より

●雪かきボランティアを通じて、地域のことを少しずつ知っていきたい。
●地域の方々のために活動できたことが本当に良かった。
●ボランティア活動を1度やってみたいと思っていたので、今回参加できたことが
よかったし、疲れたけど楽しくできた。
●普段自分がなにげなく通る道も誰かが雪かきしていると思うと、大変な作業な
んだなと、今回の雪かきボランティアであらためて知ることができた。

●地域の方々とのかかわりが初めてだったので、とても大きな体験になった。今後も協力したい。
●これからも自分たちにできることを少しずつ、地域になじみながらいろいろなことに挑戦していきたい。

   一昨年からまとまった積雪がなく出動のなかったスノーバスターズでしたが、今年度は例
年並みの積雪となりました。依頼のあった高齢者世帯宅の雪かきボランティア活動を、柴田
農林高等学校川崎校から生徒の皆さんと先生にお手伝いいただきながら行いました。

スノーバスターズ、出動!!

生徒からの

感  想

今回参加してみてどうでしたか?

今後やってみたいボランティア活動はありますか?
●花植え　●ゴミ拾い　●清掃活動　●スノーバスター　●とにかく地域に貢献したい

令和
２年度

赤い羽根共同募金・
歳末たすけあい運動募金実績報告

柴田郡佛教会　様

川崎町生活研究会　様

佐藤　正男　様

50,000

5,000

20,000

75,000

篤志募金

個人募金

合　　計

子ども見守り事業

合　　　　計

75,000

75,000

対象者 金　額

令和2年度　川崎町社会福祉協議会賛助会員名簿令和2年度　川崎町社会福祉協議会賛助会員名簿令和2年度　川崎町社会福祉協議会賛助会員名簿
　今年はコロナ禍で大変な時期にも関わらず、多くの企業、法人様より協力いただきありがとうございました。

ファッションハウス柴田屋　様
みやぎ仙南農業協同組合川崎本部　様
㈲阿部薬局　様
ひょうたん　様
アワノ商店　様
佐幸精肉食堂　様
柴田土建㈱　様
㈲岡田電器商会　様
ファッションプラザやまと　様
川﨑新聞店　様
岡崎旅館　様
ガンバ・ペッチャー　様

法　人　名法　人　名
㈱丹野林業建設　様
龍雲寺　様
㈲米澤製材所　様
川崎鉱業㈱　様
田中内科小児科医院　様
山家内科小児科医院　様
大宮建設㈱　様
ボートピア川崎　様
㈲オートショップキタヤ　様
㈲石井モータース　様
生駒農場　様
仙南信用金庫川崎支店　様
七十七銀行川崎支店　様
川崎町森林組合　様
北タイル工房　様
西村歯科医院　様
大勘魚店　様
川崎製作所㈲　様
不忘閣　様
流辿　様
佐忠産業㈲　様

法　人　名
丸正精建㈱　様
川崎町スタンプ会　様
カンノ美容室　様
川崎電気工事㈱　様
㈲鈴木設備工業所　様
萬国屋書店　様
㈱菅原商店　様
㈲マイプラザスズキヤ　様
おおくぼ百貨店　様
㈱エリオス仙台工場　様
㈱日本アレフ仙台工場　様
ロンタイ㈱仙台工場　様
東蔵王ゴルフ倶楽部　様
大勝㈲　様
城山旅館　様
㈲SOS安田　様
川崎生コン㈱　様
㈲植野商店　様
㈲三嶋屋　様
小山支店　様
㈱タケヤ交通　様

団体会員名簿
川崎町民生委員協議会　様
川崎町遺族会　様

川崎町母子福祉協議会　様
川崎町身体しょうがい者福祉協会　様
柴田地区保護司会  川崎分会　様
川崎町ボランティア友の会　様
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お名前 金額（円） お名前 金額（円）

内容お名前 内容お名前

寄付ありがとうございました

　国内におけるボランティア活動中の偶然な事故により、ボランティア
自身が被った「ケガ」や、ボランティア活動の対象者など他人の身体や
財物に損害を与えた場合に対して補償するものです。（内容よっては
対象とならないものもありますのでお問い合わせください。）

令和2年3月1日～令和３年2月28日

使用済み切手・テレカ・クオカード・ハガキ(書き損じ・未使用)

物品

寄付

●藤木　初枝　様
●㈱エリオス仙台工場　様
●川崎町役場　総務課　様
●ロンタイ㈱仙台工場　様
●齋藤　政子　様
●㈱丸正精建　様
●セブンイレブン   
宮城川崎湖畔公園前店　様
●川崎町農業委員会　様

●峯尾　幸一　様
●佐藤　幸一建築事務所　様
●㈲米澤製材所　様
●川崎町役場　町民生活課　様
●大宮住宅産業株式会社　様
●アルパイン川崎　様
●川崎町役場　税務課　様
●㈱遠藤板金店　様
●㈲SOS安田　様

●金澤　浩志　様
●川崎町議会　様
●古関区長　様
●みちのく公園管理センター　様
●㈱オオマチワールド仙台工場　様
●川崎町役場　地域振興課　様
●㈲青根リゾート開発　様　
●B&G海洋センター　様
●匿名　様　延べ19名

古郡　君代　様

㈱フローラ　様

佐藤　信子　様

福島ヤクルト販売㈱  
仙南エリア拠点ヤクルト親交会　様

匿名　様

4,019

40,000

30,000

10,000

10,000

10,000

5,000

10,026

19,777

宮城県農業高等学校同窓会 
川崎支部長　菅原　英男　様

匿名　様

みちのく公園管理センター　様

かわさき国際交流の会　様

藤木　初枝　様

匿名　様

匿名　様

匿名　様

ボランティア有志
ひまわり会 代表 
下斗米　麻子　様

匿名　様

川崎蒟蒻　様

㈱シベール　様

峯尾　幸一　様

今野　勝典　様

佐藤　勇　様

匿名　様

匿名　様

衣類合計35点

衣類10点、タオル23枚、おしぼり27枚

紙オムツ1袋、パット1袋

リハビリパンツ2袋

手作りマスクカバー合計28枚

タオル38枚

こんにゃく3個×100本(児童教室児童分)

ラスク334個(児童教室児童分)

お茶合計13袋

尿取りパット合計2７袋

オムツ1袋　尿とりパット１袋　食事用エプロン1箱

マスク5枚

マスク4枚

手ぬぐい96枚

タオルケット3枚

コーヒー6本

衣類19点

衣類7点

お茶20袋

紙オムツ６袋

手作りマスク70枚

オムツ35枚、尿とりパット98枚、おしりふき2袋

赤ちゃん用オムツ3袋

紙オムツ1袋、パット7袋、リハビリパンツ7袋

リハビリパンツ7袋

衣類20点

尿とりパット2袋、衣類8点

金澤　浩志　様

匿名　様

匿名　様

匿名　様

鈴木　勝　様

佐藤　朱実　様

匿名　様

赤間　様

高橋　藤男　様

佐藤　勝代　様

小山　様

大宮　敏朗　様

鈴木　ヤヨ　様

匿名　様

ボランティア保険のお知らせボランティア保険のお知らせ

申込み・お問い合わせは…
川崎町社会福祉協議会まで!!▶TEL.0224-85-1222

もしも！の時のの時の

ボランティア保険とは…

　令和３年３月３１日をもちまして、前年度分の補償
期間が終了いたします。令和3年度分のボランティア
保険の受付を開始しておりますので、加入される方
は手続きのほどお願いいたします。

ボランティア保険の加入はお済みですか？

保険の内容
申込みの翌日からその年度末（3月31日）まで

ボランティア活動中のみ補償されます。
300円～800円（5種類のプランがあります）

１回の行事ごとの個別申込と、年間一括申込みがあります。

行事活動中を対象としています。

ボランティア自身のケガ

他人にケガをさせてしまった、人の物を壊してしまった場合の損害賠償

自分の携行品が壊れてしまった場合の損害　

補償期間

傷害

賠償責任

携行品損害

宿泊無し

宿泊有り

傷害

賠償責任

保険料

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
保
険

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

福
祉
活
動
行
事
保
険

補償内容

保険料

申込み

行事参加者のケガ

主催者の損害賠償

30円～行事内容により異なります。最低20名からの加入

227円～宿泊数により異なります。

令和3年度
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