
社会福祉協議会（＝社協）の活動を支える財源は、みなさまからの会費や寄付金が基盤となっています。
個人の方や企業の方に会員になっていただき、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、福祉の充実

を図ることが目的です。
社協会員として会費を納めることは、福祉活動の安定した運営のための貴重な財源として役立ち、財政面から参

加（協力）していることになります。
社協会費は、地域福祉事業、福祉教育事業、ボランティア

活動推進事業、在宅福祉サービス事業など、「地域」の福祉
事業に活用されますので、ご協力をお願い申し上げます。
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利府町社会福祉協議会は、法人の認可を取得した福祉団体であり、皆様の会費等によって運営されています。

主な内容
●

この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

●「ファミリー・サポート・センター」と
　子育て広場「十符っ子」
●赤い羽根共同募金
●利府町身体障がい者福祉協会
●利府町ボランティア友の会

●利府町中央地域包括支援センター
●生活支援コーディネーター
●ヤクルト支給事業について
●インフォメーション
●あたたかい善意ありがとうございます

暑さに負けない！コロナに負けない！
「十符っ子」ではコロナ対策をし夏祭りをしました。
子どもから大人まで2020の夏を楽しみました！

「十符っ子」夏祭り「十符っ子」夏祭り

地域福祉の推進にご協力をお願いいたします！
会員になることは福祉のまちづくり参加への一つです

社協会員会費にご協力願います社協会員会費にご協力願います

■一般会員（一般の方）………………　1,200円
■賛助会員（篤志の方）………………　3,000円
■特別会員（篤志、会社、法人など）… 10,000円

 

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急

小口資金等の特例貸付を実施しています。

● 緊急小口資金
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場
合に、少額の費用の貸付を行います。
【対象者】
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等によ
り収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持
のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限額】
•20万円以内
【貸付利子・保証人】無利子・不要
【据置期間】１年以内
【償還期間】２年以内

● 総合支援資金
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行
います。
【対象者】
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少
や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が
困難となっている世帯
【貸付上限額】
•二人以上　20万円以内×原則３ヶ月以内
•単身　　　15万円以内×原則３ヶ月以内
【貸付利子・保証人】無利子・不要
【据置期間】１年以内
【償還期間】10年以内

●内　容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　　人権相談・行政相談
●日　程…10月27日（火）・11月17日（火）
　　　　　12月22日（火）
●時　間…午前10時～午後３時まで
●場　所…利府町社会福祉協議会事務所

日常的な暮らしのことや介護の悩みなど、心配
ごとについて専門の相談員を配置し、解決への
お手伝いをいたします。

•相談は無料・秘密厳守で行います。
•マスクの着用・検温のご協力をお願いします。

生活相談所開設のお知らせ

●匿名 様（町内）
●佐藤春江 様（町内）

………………… 5,000円

●匿名 様（菅谷二部）
●匿名 様（町加瀬）

……………タオル多数
……………介護用品多数

あたたかい善意
ありがとうございます
あたたかい善意

ありがとうございます
社会福祉のため

物 品 寄 付
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❶実施内容：晴れの日限定で、皆さんが知っている「ラジオ体操第１」を、公園や空きスペースなどを利用
して楽しく行う企画です！スタッフが音源を持って出向きますので準備物も不要です。

❷募集単位：町内会、高齢者を含む活動を行っている小サークル　など　合計２組程度
❸募集期間：令和２年９月14日（月）～９月30日（水）まで
❹そ の 他：実施期間、場所や時間帯、頻度や参加者向けのチラシなど、

開催に向けての相談をお受けし、調整が出来次第行います。
　　　　　　※実施頻度は週１回を上限で想定しております。
　　　　　　※企画における楽曲使用については、「かんぽ生命」に使用

　申請をしております。
❺連 絡 先：022‒353‒7322（生活支援コーディネーター）

●ハーバーハウスかなめ
●東北大蔵電気㈱
●シーレックス㈱東北第一工場
●利府町役場
●利府町社会福祉協議会

10月１日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に行われ
ます。
赤い羽根募金は、宮城県内の様々な地域福祉事業に活用さ
れるほか、災害準備金として積み立てられます。
全国各地で大規模な自然災害が頻発するなか、県内におい
ても「令和元年東日本台風」により、甚大な被害がもたらさ
れました。災害準備金が災害ボランティアセンターへの支援
などに活用され、迅速に被災者支援に取り組むことができま
した。
本年度も町内会を通じ、募金のご協力をお願いしてまいり
ますので、皆様のあたたかいご支援よろしくお願い申し上げ
ます。

●日時：令和２年10月15日（木）13時～16時
●場所：中央公民館　３階　大ホール
●講師：利府消防署員
※状況により、延期もしくは中止の場合があります。
　詳細は、ファミサポ事務局までお問い合わせ下さい。

赤い羽根共同募金に
ご協力お願い致します

「ファミリー・サポート・センター」と
「子育て広場 十符っ子」からのおしらせ

ステップアップ講習会を開催します。
十符っ子広場から、たくさんのおもちゃや絵本を

持って保育士たちが飛び出します！是非、遊びに来て
下さい。
●日時：令和２年11月９日（月）10時～12時
●場所：利府三小児童クラブ
当日は、管理栄養士・保健師もおります。いっぱい

遊んで、たくさん話してリフレッシュしましょう。
参加費は無料です。未就学のお子さんと保護者の方

の参加を楽しみにお待ちしております。

出張子育て広場を開催します。

両講座とも、参加費は無料です。どなたでも受講出来
ますのでお誘いあわせのうえ、是非ご参加下さい。

ファミサポ事務局　☎022-767-1050

子育て広場「十符っ子」
☎022-767-2195

支えあい活動を再開する上ので５つのルールを作成しました。
地域での茶話会や、軽運動を再開する際の目安で、アレンジし
て参加者の皆様に配布もできるよう工夫してあります。
コロナウイルス禍でも、つながりを切らずにできることを行
い、関係維持をしていきましょう！

再開のための
お手伝いをします！
配布をご希望される際は
ご連絡ください。

利府町中央地域包括支援センター
住所：利府町中央２-11-１
電話：022-353-7322
　　　生活支援コーディネーター

晴れの日限定！「青空ラジオ体操企画」募集期間延長のお知らせ
野外で距離を取り、ラジオ体操ををしませんか？外出の機会にも、介護予防にもなります！今回は
期間を延長して募集を行います。高齢者の皆様を含む地域活動を実践している皆様からのご応募をお
待ちしております。

一人暮らし高齢者見守り乳酸菌飲料（ヤクルト）支給事業
在宅の一人暮らし高齢者に対しヤクルトを支給し、高齢者の健康保持と安否の確認を行い、高齢

者福祉の増進を図ることを目的としています。

① 町内にお住まいの75歳以上の一人暮らし高齢者
② 病気等により日常生活に不安があり、安否確認の必要がある方
③ 町内及び近隣に緊急連絡先となる人がいる方
④ 費用は無料

※ご利用については、担当民生委員さん、又は社会福祉協議会へ連絡してください。

お問い合わせ先：利府町社会福祉協議会　電話：022-356-9060

「子ども事故と応急手当」（普通救命講習）

●日時：令和２年11月５日（木）
　　　　13時30分～15時30分
●場所：生涯学習センター２階　ミーティングルーム
●講師：東北コミュニケーション研究所
　　　　　　所長　高橋　利夫　氏

「保護者とのコミュニケーションの取り方」

第３回

生活支援コーディネーターからのお知らせ

ご利用に
ついて

※緊急通報システムを取り付けしている方はご利用いただけません。
※また、同一敷地内に身内がいる方もご利用いただけません。

募金型自動販売機でも募金ができます。
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 ９ /23（水）10：00～11：00
10/28（水）10：00～11：00
11/25（水）10：00～11：00
会場：公民館２階創作室
※事前予約は不要です。
※参加費は無料です。
※マスク、飲料、筆記用具を持参願います。

令和２年８月17日（月）「認知症サポーター養成講座」を実
施し、参加者同士でサポーターの役割や認知症の理解を深める
ことができました。また同28日（金）には、ステップアップ講
座も催し、より一層理解を深める研修の場となりました。
認知症を正しく理解
し、地域でふれあいの
輪を広げるために、小
中学校等の教育現場で
の講座や、企業向けの
講座もございます。参
加人数や時間帯等もご
相談ください！

利府町中央地域包括支援センターからのお知らせ利府町中央地域包括支援センターからのお知らせ

カフェ・なし畑カフェ・なし畑

貯貯 筋筋 体体 操操
利府町ボランティア友の会

私たちは、利府町内で活動しているボランティア団体です。
現在は192名の会員が所属し、明るく楽しく活動しています！
活動内容は、地域に住む高齢者の方との交流活動や、町内会事業への協力、ボラン
ティア活動に役立つ研修会の開催など様々です。
仲間を増やして活動の場を広げていきたいので、興味がある方はお気軽にお問い合
わせください。

７月～８月にかけて、新型コロナウイルスの影響で、
外出機会が減っている高齢者の方のご自宅を訪問する友
愛訪問活動を行いました。
地域の方からは、毎日暑いけど元気だよ！
早くみんなとお茶会がしたいね！
コロナに負けないように頑張るよ！
などの声を聞くことが出来ました。 訪問時に配布したチラシ

お問い合わせ先：利府町社会福祉協議会　住所：利府町中央２-11-１　☎：022-356-9060

新型コロナウイルスの影響で他市町村の協会との交流会などが中止となっていますが、町内での活
動は感染予防対策を行いながら実施しております。今回は聴覚障がい部会と、視覚障がい部会をご紹
介します。

私たちは手話研究会「リーフ」として
数回程度集まり交流会をしています。
写真は去年のクリスマス会の様子で
す。季節に合わせた行事や日々の情報交
換など、手話をとおして障がいのあるな
しに関わらず楽しく活動をしています。

認知症サポーター
養成講座を
開催しました！

10/14（水）神谷沢コミセン
10/22（木）菅谷公民館
11/13（木）須賀集会所
11/19（木）野中一部公民館

※いずれも時間は
　10：00～11：30です。
※事前予約は不要です。
※コロナウイルス対策関連に
より、中止や変更になる場
合がございますのでご了承
願います。

会場：利府町公民館３階文化ホール
※参加費は無料です。
※自宅での検温をお願いします。
※動き易い服装、運動靴、マスク、
飲料等の準備をお願いします。

友 愛 訪 問 活 動

お問い合わせ先：022-356-9060　利府町身体障がい者福祉協会（社協事務所内）
随時会員を募集しております。問い合わせは下記のとおりです。お待ちしております。

利府町身体障がい者福祉協会

聴覚部会

視覚部会では、昨年スポーツ交流会や女川、定義山への移動研修を
実施しました。今は新型コロナウイルスの影響で集まる回数が減って
はいますが、情報交換の場所として集まり楽しく活動をしています。

視覚部会

問い合わせ、連絡先：利府町中央地域包括支援センター
住所：利府町中央２丁目11‒１　☎：022‒353‒7322

メールは
こちら

ブログは
こちら

出張
相談
出張
相談
出張
相談
出張
相談

ちょこっと

シニアの

日程 時間 予約時間

10/ ６
（火）

１回目
10：00～ 10：45 ９/28（月）～ 10/ ２（金）

☎午前９時30分～午後５時２回目
11：00～ 11：45

10/20
（火）

１回目
10：00～ 10：45 10/12（月）～ 10/16（金）

☎午前９時30分～午後５時２回目
11：00～ 11：45

11/10
（火）

１回目
10：00～ 10：45

11/ ２（月）～ 11/ ６（金）
※11/ ３（火）はのぞく
☎午前９時30分～午後５時

２回目
11：00～ 11：45

11/17
（火）

１回目
10：00～ 10：45 11/ ９（月）～ 11/13（金）

☎午前９時30分～午後５時２回目
11：00～ 11：45
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11/25（水）10：00～11：00
会場：公民館２階創作室
※事前予約は不要です。
※参加費は無料です。
※マスク、飲料、筆記用具を持参願います。

令和２年８月17日（月）「認知症サポーター養成講座」を実
施し、参加者同士でサポーターの役割や認知症の理解を深める
ことができました。また同28日（金）には、ステップアップ講
座も催し、より一層理解を深める研修の場となりました。
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７月～８月にかけて、新型コロナウイルスの影響で、
外出機会が減っている高齢者の方のご自宅を訪問する友
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※参加費は無料です。
※自宅での検温をお願いします。
※動き易い服装、運動靴、マスク、
飲料等の準備をお願いします。
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お問い合わせ先：022-356-9060　利府町身体障がい者福祉協会（社協事務所内）
随時会員を募集しております。問い合わせは下記のとおりです。お待ちしております。

利府町身体障がい者福祉協会

聴覚部会

視覚部会では、昨年スポーツ交流会や女川、定義山への移動研修を
実施しました。今は新型コロナウイルスの影響で集まる回数が減って
はいますが、情報交換の場所として集まり楽しく活動をしています。

視覚部会

問い合わせ、連絡先：利府町中央地域包括支援センター
住所：利府町中央２丁目11‒１　☎：022‒353‒7322
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☎午前９時30分～午後５時２回目
11：00～ 11：45

10/20
（火）

１回目
10：00～ 10：45 10/12（月）～ 10/16（金）

☎午前９時30分～午後５時２回目
11：00～ 11：45

11/10
（火）

１回目
10：00～ 10：45

11/ ２（月）～ 11/ ６（金）
※11/ ３（火）はのぞく
☎午前９時30分～午後５時

２回目
11：00～ 11：45

11/17
（火）

１回目
10：00～ 10：45 11/ ９（月）～ 11/13（金）

☎午前９時30分～午後５時２回目
11：00～ 11：45
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❶実施内容：晴れの日限定で、皆さんが知っている「ラジオ体操第１」を、公園や空きスペースなどを利用
して楽しく行う企画です！スタッフが音源を持って出向きますので準備物も不要です。

❷募集単位：町内会、高齢者を含む活動を行っている小サークル　など　合計２組程度
❸募集期間：令和２年９月14日（月）～９月30日（水）まで
❹そ の 他：実施期間、場所や時間帯、頻度や参加者向けのチラシなど、

開催に向けての相談をお受けし、調整が出来次第行います。
　　　　　　※実施頻度は週１回を上限で想定しております。
　　　　　　※企画における楽曲使用については、「かんぽ生命」に使用

　申請をしております。
❺連 絡 先：022‒353‒7322（生活支援コーディネーター）

●ハーバーハウスかなめ
●東北大蔵電気㈱
●シーレックス㈱東北第一工場
●利府町役場
●利府町社会福祉協議会

10月１日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉に行われ
ます。
赤い羽根募金は、宮城県内の様々な地域福祉事業に活用さ
れるほか、災害準備金として積み立てられます。
全国各地で大規模な自然災害が頻発するなか、県内におい
ても「令和元年東日本台風」により、甚大な被害がもたらさ
れました。災害準備金が災害ボランティアセンターへの支援
などに活用され、迅速に被災者支援に取り組むことができま
した。
本年度も町内会を通じ、募金のご協力をお願いしてまいり
ますので、皆様のあたたかいご支援よろしくお願い申し上げ
ます。

●日時：令和２年10月15日（木）13時～16時
●場所：中央公民館　３階　大ホール
●講師：利府消防署員
※状況により、延期もしくは中止の場合があります。
　詳細は、ファミサポ事務局までお問い合わせ下さい。

赤い羽根共同募金に
ご協力お願い致します

「ファミリー・サポート・センター」と
「子育て広場 十符っ子」からのおしらせ

ステップアップ講習会を開催します。
十符っ子広場から、たくさんのおもちゃや絵本を

持って保育士たちが飛び出します！是非、遊びに来て
下さい。
●日時：令和２年11月９日（月）10時～12時
●場所：利府三小児童クラブ
当日は、管理栄養士・保健師もおります。いっぱい

遊んで、たくさん話してリフレッシュしましょう。
参加費は無料です。未就学のお子さんと保護者の方

の参加を楽しみにお待ちしております。

出張子育て広場を開催します。

両講座とも、参加費は無料です。どなたでも受講出来
ますのでお誘いあわせのうえ、是非ご参加下さい。

ファミサポ事務局　☎022-767-1050

子育て広場「十符っ子」
☎022-767-2195

支えあい活動を再開する上ので５つのルールを作成しました。
地域での茶話会や、軽運動を再開する際の目安で、アレンジし
て参加者の皆様に配布もできるよう工夫してあります。
コロナウイルス禍でも、つながりを切らずにできることを行
い、関係維持をしていきましょう！

再開のための
お手伝いをします！
配布をご希望される際は
ご連絡ください。

利府町中央地域包括支援センター
住所：利府町中央２-11-１
電話：022-353-7322
　　　生活支援コーディネーター

晴れの日限定！「青空ラジオ体操企画」募集期間延長のお知らせ
野外で距離を取り、ラジオ体操ををしませんか？外出の機会にも、介護予防にもなります！今回は
期間を延長して募集を行います。高齢者の皆様を含む地域活動を実践している皆様からのご応募をお
待ちしております。

一人暮らし高齢者見守り乳酸菌飲料（ヤクルト）支給事業
在宅の一人暮らし高齢者に対しヤクルトを支給し、高齢者の健康保持と安否の確認を行い、高齢
者福祉の増進を図ることを目的としています。

① 町内にお住まいの75歳以上の一人暮らし高齢者
② 病気等により日常生活に不安があり、安否確認の必要がある方
③ 町内及び近隣に緊急連絡先となる人がいる方
④ 費用は無料

※ご利用については、担当民生委員さん、又は社会福祉協議会へ連絡してください。

お問い合わせ先：利府町社会福祉協議会　電話：022-356-9060

「子ども事故と応急手当」（普通救命講習）

●日時：令和２年11月５日（木）
　　　　13時30分～15時30分
●場所：生涯学習センター２階　ミーティングルーム
●講師：東北コミュニケーション研究所
　　　　　　所長　高橋　利夫　氏

「保護者とのコミュニケーションの取り方」

第３回

生活支援コーディネーターからのお知らせ

ご利用に
ついて

※緊急通報システムを取り付けしている方はご利用いただけません。
※また、同一敷地内に身内がいる方もご利用いただけません。

募金型自動販売機でも募金ができます。
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社会福祉協議会（＝社協）の活動を支える財源は、みなさまからの会費や寄付金が基盤となっています。
個人の方や企業の方に会員になっていただき、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指し、福祉の充実

を図ることが目的です。
社協会員として会費を納めることは、福祉活動の安定した運営のための貴重な財源として役立ち、財政面から参

加（協力）していることになります。
社協会費は、地域福祉事業、福祉教育事業、ボランティア

活動推進事業、在宅福祉サービス事業など、「地域」の福祉
事業に活用されますので、ご協力をお願い申し上げます。

2020.9
No.138

利府町社会福祉協議会は、法人の認可を取得した福祉団体であり、皆様の会費等によって運営されています。

主な内容
●

この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

●「ファミリー・サポート・センター」と
　子育て広場「十符っ子」
●赤い羽根共同募金
●利府町身体障がい者福祉協会
●利府町ボランティア友の会

●利府町中央地域包括支援センター
●生活支援コーディネーター
●ヤクルト支給事業について
●インフォメーション
●あたたかい善意ありがとうございます

暑さに負けない！コロナに負けない！
「十符っ子」ではコロナ対策をし夏祭りをしました。
子どもから大人まで2020の夏を楽しみました！

「十符っ子」夏祭り「十符っ子」夏祭り

地域福祉の推進にご協力をお願いいたします！
会員になることは福祉のまちづくり参加への一つです

社協会員会費にご協力願います社協会員会費にご協力願います

■一般会員（一般の方）………………　1,200円
■賛助会員（篤志の方）………………　3,000円
■特別会員（篤志、会社、法人など）… 10,000円

 

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急

小口資金等の特例貸付を実施しています。

● 緊急小口資金
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場
合に、少額の費用の貸付を行います。
【対象者】
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等によ
り収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持
のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限額】
•20万円以内
【貸付利子・保証人】無利子・不要
【据置期間】１年以内
【償還期間】２年以内

● 総合支援資金
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行
います。
【対象者】
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少
や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が
困難となっている世帯
【貸付上限額】
•二人以上　20万円以内×原則３ヶ月以内
•単身　　　15万円以内×原則３ヶ月以内
【貸付利子・保証人】無利子・不要
【据置期間】１年以内
【償還期間】10年以内

●内　容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　　人権相談・行政相談
●日　程…10月27日（火）・11月17日（火）
　　　　　12月22日（火）
●時　間…午前10時～午後３時まで
●場　所…利府町社会福祉協議会事務所

日常的な暮らしのことや介護の悩みなど、心配
ごとについて専門の相談員を配置し、解決への
お手伝いをいたします。

•相談は無料・秘密厳守で行います。
•マスクの着用・検温のご協力をお願いします。

生活相談所開設のお知らせ

●匿名 様（町内）
●佐藤春江 様（町内）

………………… 5,000円

●匿名 様（菅谷二部）
●匿名 様（町加瀬）

……………タオル多数
……………介護用品多数

あたたかい善意
ありがとうございます
あたたかい善意

ありがとうございます
社会福祉のため

物 品 寄 付

第 138 号 社　協　だ　よ　り 令和２年９月11日 ６


	P1-6
	P5-2
	P3-4

