
毎回、好評を頂いている「ステップアップ講習会」を、下記
の通り開催いたします。

会員以外の一般の方々も参加できる講座です。
日常生活においても、たいへん役に立つ内容です。
是非、お誘い合わせの上、ご参加下さい。
連絡先：☎022－767－1050
rifushakyo-tofukko@joy.ocn.ne.jp

●と　　き　９月２日（水）午後１時30分～午後３時30分
●と こ ろ　生涯学習センター２階ミーティングルーム1・2
●講習項目 「子どもの病気と症状」
●講　　師　たかだこども医院　院長　高田　修　氏
●参 加 費　無料
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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。

●令和元年度事業報告
●令和元年度決算報告
●役員及び評議員名簿
●利府町中央地域包括支援センター
●まもりーぶ

●障害者相談支援事業所「ひまわり」
●利府町地域活動支援センター
●特例緊急小口資金及び総合支援資金
●あたたかい善意ありがとうございます
●ファミリー・サポート・センター

 

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

● 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　•単身　15万円以内
　貸付期間：原則３ヶ月以内
【貸付利子・保証人】
　無利子・不要

●匿名 様（神谷沢）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（神谷沢）

……………… 20,000円
………………… 10,000円
……………… 30,000円

社会福祉のため

●水野佳子 様（神谷沢）
●匿名 様（神谷沢）

…… タオル多数及び雑貨多数
………………………… タオル多数

物 品 寄 付

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

特別会員・賛助会員ご紹介
特別会員 賛助会員●坂田　善夫 様　●鈴木　とり 様　●伊藤きよみ 様　●阿部　善男 様

●認定NPO法人さわおとの森  理事長 清野精維 様
●北日本印刷株式会社  代表取締役 佐藤精一 様
●有限会社阿部自動車商会  代表取締役 阿部健一 様
●仙台農業協同組合 利府支店  支店長 庄司文彦 様
●一般財団法人花園まちづくり記念財団  理事長 田口史郎 様
●共立工業㈱  代表取締役 百々盛義 様

●星　　典男 様
●水野　佳子 様

ご協力いただき
ありがとう
ございました。

●株式会社ごんきや  代表取締役 佐藤知樹 様
●株式会社白寿殿  代表取締役 菅原宏和 様
●有限会社チョーリ  代表取締役 櫻井幸一 様
●有限会社渡辺自動車  代表取締役 渡邊勝利 様
●欅産業株式会社  代表取締役 大原良光  様

コロナ対策を行い、コーヒーショップ
「ペア・パル」再開しました!!
みなさまのお越しお待ちしております。←地活マスコットキャラクター

 「ちかつばめ」

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談
●日程…８月25日（火）・９月15日（火）
　　　　10月27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
ファミリー・サポート・センターからのお知らせ
「ステップアップ講習会」を開催します！

お待ちして
おります。
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障がいをお持ちの方のさまざまな悩みや問
題について、必要な情報の提供や障害福祉
サービスの利用支援等を行っております。
自分自身でニーズに合った福祉サービスの
情報を探し、利用するための手続きをし、支
援を受け続けるのはなかなか難しいことで
す。どうぞお気軽にご相談いただき、障がい
のある方が地域でその人ら
しく生活できるためのお手
伝いをさせてください。

問合せ先　利府町障害者相談支援事業所
　　　　　利府町青葉台１－32
　　　　 （利府町保健福祉センター内）
TEL：354－1556　FAX：349－5608

その他の活動による収入　21,345,103円
施設整備等収入　828,000円

令和元年度   利府町社会福祉協議会事業報告令和元年度   利府町社会福祉協議会事業報告
法人運営事業法人運営事業
■理事会・評議員会の開催
■お悔み事業
■現場実習受入事業
■キャリアシップ職場事業
■備品貸出事業
■印刷輪転機設置事業
■福祉団体助成事業
■各種団体等ネットワーク構築事業

地域福祉活動推進部門地域福祉活動推進部門
■社協だより発行事業
■ホームページ事業
■地区社協設置事業
■小地域ネットワーク推進事業
■一人暮らし高齢者乳酸菌飲料支給事業
■防災・減災事業
■ボランティア保険支援事業
■学校等福祉教育活動への協力
■ふれあいオープンスクール送迎事業

■移送サービス事業
■ボランティア養成講座の開催
■利府町老人クラブ連合会事務局
■利府町ボランティア友の会事務局
■利府町身体障がい者福祉協会事務局
■利府町手をつなぐ親の会事務局
■利府町あけぼの会事務局
■利府町共同募金委員会事務局

福祉サービス利用支援部門福祉サービス利用支援部門
■生活相談所開設事業
■出張生活相談所開設事業
■生活安定資金貸付事業
■生活福祉資金貸付事業
■日常生活自立支援事業
 （まもりーぶ事業）

在宅福祉サービス部門（委託事業含む）在宅福祉サービス部門（委託事業含む）
■暮らしのサポートサービス事業
■訪問介護事業
■介護予防訪問介護事業
■居宅介護支援事業所
■障害者居宅介護事業
■行動援護事業
■重度訪問介護事業
■同行援護事業

■児童デイサービス事業
■障害者相談支援事業
■障害者地域活動支援センター事業
■移動支援事業
■生活支援コーディネーター事業
■地域包括支援センター事業
■軽度生活支援センター
■高齢者いきいき活動ポイント事業

資金収支決算財 産 目 録
■資　産
1．流動資産
　　⑴現金　現金手許有髙
　　　　　　小口現金
　　　　　　預貯金
　　　　　　未収金
　　合　　計
2．固定資産
　　⑴基本資産　基本財産特定預金
　　⑵その他の固定資産
　　　　　　　　構築物
　　　　　　　　車輌運搬具
　　　　　　　　器具及び備品
　　　　　　　　権利
　　　　　　　　退職手当積立金預け金
　　　　　　　　善意基金積立預金
　　　　　　　　生活安定資金貸付金
　　合　　計
資産合計

■負　債
1．流動負債
　　⑴流動負債　未払費用
　　　　　　職員預り金
　　合　　計
2．固定負債
　　⑴固定負債　退職給与引当金
　　　　合　　計
負債合計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62,906円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,110,245円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,979,577円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27,152,728円

・・・・・・・・・・ 1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1円
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,198,813円

・・・・・・・・・・・・・・・ 684,732円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129,600円

・・・・・・ 64,070,480円
・・・・・・・・・・ 37,536,000円
・・・・・・・・・ 1,677,389円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106,297,015円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133,449,743円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,536,215円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 946,390円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,482,605円

・・・・・・・・・・・・ 64,070,480円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64,070,480円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69,553,085円

差引純資産（資産合計－負債合計）     63,896,658円

※会費は、地域福祉事業に充てられます。
※利府町からの補助金、受託金は人件費と事業費に充てられます。

社協会費　10,005,100円
寄付金　826,737円

補助金
19,164,000円

助成金
4,098,343円

受託金
48,253,498円

事業等　1,352,078円

貸付事業等
80,000円

障害福祉
サービス事業
•居宅介護等
•児童デイサービス
•障害者相談支援
　事業所
　42,156,939円

地域活動支援センター事業
　12,939,134円

介護保険事業
•訪問介護事業所
•居宅介護支援
　事業所
　77,520,672円

地域福祉事業
•法人運営•地域福祉
•在宅福祉•共同募金
•資金貸付
　40,646,281円

令和元年度  利府町社会福祉協議会決算報告令和元年度  利府町社会福祉協議会決算報告

その他の収入
875,452円

収 入
172,375,700円

障害福祉
サービス等事業
30,320,461円

支 出
173,263,026円

介護保険事業
35,226,928円

当センターでは、14名の方々が登録利用しています。
現在、新型コロナウィルスの影響により活動を一部自粛し
ながら取り組んでいますが、感染予防に努めながら、休所す
ることなく元気に活動しています。

◎７月１日から、役場町民交流館内の「コーヒーショップ」営業
も再開しました。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

青空ラジオ体操企画の募集
新型コロナウイルス対策も必要ですが、感染予防をしながら野外で距離を取って身体を動かしませんか？

「青空ラジオ体操」企画に是非応募ください！

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８月３日（月）～８月19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。

利府町中央地域包括支援センター　電話：022-353-7322
※企画における楽曲使用については、使用申請を行なった上で実施いたします。

利府町障害者相談支援事業所  ひまわり利府町障害者相談支援事業所  ひまわり

ままももりりーーぶぶ ～福祉サービス利用などのお手伝いをします～

書類などのお預かり
・預貯金通帳、保険証書などの重
要書類や、実印を安全な場所で
お預かりします。

福祉サービス利用のお手伝い
・福祉サービスの
　利用申し込みを
代行します。

日常的な金銭管理のお手伝い
・預貯金を計画的におろしてお届
けします。

・家賃や公共料金の支払いを代行
します。

内容に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
■仙台地域福祉サポートセンター（宮城県社会福祉会館内）☎022-212-3388
■利府町社会福祉協議会　　☎022-356-9060

どんなことを
手伝って
くれるの？ どんな人が

つかえるの？

在宅の認知症高齢者や、
知的障害、精神障害の
ある方で日常生活に
不安をお持ちの方。

（生産的活動） （創作的活動） （社会との交流促進活動）

利府町障害者地域活動支援センター

※実施頻度は週１回程度で想定しております。

●身体的機能や認知機能の低下を予防（みんなで体操をすることに意味があります！）
●外出機会づくり（数分の体操ですが、散歩がてらにいかがですか？）
●交流やつながり維持（体操終了後は、おしゃべりをして帰りませんか？）

目　的

「ラジオ体操第一」
をやりませんか？晴れの日限

定！

【例】
●●公園で、９月の
毎週水曜日、午前
10時から実施！
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新型コロナウイルス感染予防
のため、予約制とします。各回
とも①②どちらかお
申し込みください。
当日の検温やマスク
着用等のご協力もお
願いします。

社協会費の使いみち

法人運営事業　5,389,700円（53.9％）
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、備品貸出事業、印刷輪転機設置事業）

法人運営事業　5,389,700円（53.9％）
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、備品貸出事業、印刷輪転機設置事業）

地域福祉活動推進事業　4,307,000円（43.0％）
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）
地域福祉活動推進事業　4,307,000円（43.0％）
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）

福祉サービス利用支援事業　308,400円（3.1％）
（生活相談、出張相談所の開設、生活資金の貸付事務） 

利府町社会福祉協議会役員名簿

伊　藤　きよみ

宮　城　隆　雄

阿　部　次　雄

阿　部　善　男

酒　井　隆　志

小　幡　康　子

会　　長

副 会 長

副 会 長

常務理事

理　　事

理　　事

学識経験者

民生委員児童委員協議会

老人クラブ連合会

学識経験者

行政区長会

ボランティア友の会

氏　　名役　職

1

2

3

4

5

6

№ 所　　　　属

峯　岸　悦　子

板　橋　健　夫

郷右近　義　光

好　井　まり子

武　田　聡　子

伊　藤　文　子

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

婦人会

身体障がい者福祉協会

商工会

手をつなぐ親の会

子ども会育成会連合会

保健福祉課長

氏　　名役　職

7

8

9

10

11

12

№ 所　　　　属

大　友　　　悟

木　村　みゆき

監　　事

監　　事

学識経験者

民生委員児童委員協議会

1

2

吉　岡　伸ニ郎

櫻　井　やえ子

顧　　問

顧　　問

議会議長

副町長

1

2

利府町社会福祉協議会評議員名簿

髙　橋　　　捷

小山田　喜　悦

大　槻　則　夫

水　上　榮　治

水　間　元　治

鈴　木　武　志

前川原　栄　三

鈴　木　敏　夫

板　橋　たみ子

菅　原　　　幸

日　野　　　哲

小　澤　源　治

板　橋　節　男

引　地　龍　夫

菅　原　　　治

蜂　谷　勝　一

長　井　　　智

岡　崎　昭　二

町内会代表（神谷沢）

町内会代表（菅谷一部）

町内会代表（菅谷二部）

町内会代表（沢乙）

町内会代表（加瀬）

町内会代表（野中一部）

町内会代表（野中二部）

町内会代表（町加瀬）

町内会代表（大町）

町内会代表（館）

町内会代表（仲町）

町内会代表（東町）

町内会代表（藤田）

町内会代表（春日一部）

町内会代表（春日二部）

町内会代表（赤沼）

町内会代表（浜田）

町内会代表（須賀）

氏　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№ 所　　　　属

十文字　晴　幸

富　田　　　稔

吉　田　千枝子

八　木　武　男

野　口　良　子

阿　部　長　夫

橋　本　　　博

渡　邊　あい子

金　野　敬　子

相　澤　道　男

髙　橋　俊　夫

佐　藤　光　子

平　岡　洋　一

櫻　井　和　美

引　地　美由紀

伊　藤　みつ子

引　地　　　實

町内会代表（しらかし台）

町内会代表（花園）

町内会代表（青山）

町内会代表（青葉台）

町内会代表（菅谷台）

町内会代表（皆の丘）

町内会代表（葉山）

更生保護女性会代表

手をつなぐ親の会代表

遺族会代表

交通安全協会代表

民生児童委員協議会代表

民生児童委員協議会代表

ボランティア友の会代表

ボランティア友の会代表

婦人会代表

身体障がい者福祉協会代表

氏　　名

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

№ 所　　　　属

■理事定数　　12名以上15名以内

■評議員定数　26名以上35名以内

皆さまからの会費を財源として地域福祉活動を実施いたしております。

総 額　10,005,100円

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

しらかし台、花園、青山、青葉台、皆の丘地区にお住まいの方は北部地域包括支援センター（022-767-7677）へご連絡ください。

カフェ・なし畑のご案内カフェ・なし畑のご案内

スタッフが地域に出向き、高齢者等のご相談をお受けします。予約不要、秘密厳守で行います。

出張相談出張相談出張相談出張相談

☎022-353-7322利府町中央地域包括支援センター

貯貯 筋筋 体体 操操
シニアのちょこっと

地域包括支援センターは、高齢者の皆様が『住み慣れた地域でいつまでもいきいきと過ごせるように』介護や福祉、健康
などの様々な面から総合的に支えるためのお手伝いをしています。
看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が相談に応じます。また、認知症の相談や介護予防の普及事業を

行っています。相談は来所や電話のほか、自宅に訪問しお話を伺うこともできますので、お気軽にご相談ください。

①総合相談
②介護保険の代行支援
③介護予防に関する支援
④権利擁護や財産管理に関する相談
⑤介護予防ケアプランの作成　など

「認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らしたい」そんな思いを分かち合う場
として『カフェ・なし畑』を開催しています。認知症で悩んでいる方、認知症の理解を深め
たい方などお気軽においでください。ゆっくりとお話ししましょう。

情報発信のブログを
はじめました！

メールでの問合せは
コチラ！

動きやすい服装でお越しください。参加費は無料です。

●日　程：①８月26日（水）②９月23日（水）
●場　所：利府町公民館２階創作室
●参加費：無料
●持ち物：飲料（マイボトル等）、筆記用具

●時　間：いずれも午前10時～午前11時まで
●内　容：認知症の相談、交流、脳トレ、講話など
●申　込：不要です。お気軽にお越しください。

業務内容
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新型コロナウイルス感染予防
のため、予約制とします。各回
とも①②どちらかお
申し込みください。
当日の検温やマスク
着用等のご協力もお
願いします。

社協会費の使いみち

法人運営事業　5,389,700円（53.9％）
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、備品貸出事業、印刷輪転機設置事業）

法人運営事業　5,389,700円（53.9％）
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、備品貸出事業、印刷輪転機設置事業）

地域福祉活動推進事業　4,307,000円（43.0％）
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）
地域福祉活動推進事業　4,307,000円（43.0％）
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）

福祉サービス利用支援事業　308,400円（3.1％）
（生活相談、出張相談所の開設、生活資金の貸付事務） 

利府町社会福祉協議会役員名簿

伊　藤　きよみ

宮　城　隆　雄

阿　部　次　雄

阿　部　善　男

酒　井　隆　志

小　幡　康　子

会　　長

副 会 長

副 会 長

常務理事

理　　事

理　　事

学識経験者

民生委員児童委員協議会

老人クラブ連合会

学識経験者

行政区長会

ボランティア友の会

氏　　名役　職

1

2

3

4

5

6

№ 所　　　　属

峯　岸　悦　子

板　橋　健　夫

郷右近　義　光

好　井　まり子

武　田　聡　子

伊　藤　文　子

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

理　　事

婦人会

身体障がい者福祉協会

商工会

手をつなぐ親の会

子ども会育成会連合会

保健福祉課長

氏　　名役　職

7

8

9

10

11

12

№ 所　　　　属

大　友　　　悟

木　村　みゆき

監　　事

監　　事

学識経験者

民生委員児童委員協議会

1

2

吉　岡　伸ニ郎

櫻　井　やえ子

顧　　問

顧　　問

議会議長

副町長

1

2

利府町社会福祉協議会評議員名簿

髙　橋　　　捷

小山田　喜　悦

大　槻　則　夫

水　上　榮　治

水　間　元　治

鈴　木　武　志

前川原　栄　三

鈴　木　敏　夫

板　橋　たみ子

菅　原　　　幸

日　野　　　哲

小　澤　源　治

板　橋　節　男

引　地　龍　夫

菅　原　　　治

蜂　谷　勝　一

長　井　　　智

岡　崎　昭　二

町内会代表（神谷沢）

町内会代表（菅谷一部）

町内会代表（菅谷二部）

町内会代表（沢乙）

町内会代表（加瀬）

町内会代表（野中一部）

町内会代表（野中二部）

町内会代表（町加瀬）

町内会代表（大町）

町内会代表（館）

町内会代表（仲町）

町内会代表（東町）

町内会代表（藤田）

町内会代表（春日一部）

町内会代表（春日二部）

町内会代表（赤沼）

町内会代表（浜田）

町内会代表（須賀）

氏　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№ 所　　　　属

十文字　晴　幸

富　田　　　稔

吉　田　千枝子

八　木　武　男

野　口　良　子

阿　部　長　夫

橋　本　　　博

渡　邊　あい子

金　野　敬　子

相　澤　道　男

髙　橋　俊　夫

佐　藤　光　子

平　岡　洋　一

櫻　井　和　美

引　地　美由紀

伊　藤　みつ子

引　地　　　實

町内会代表（しらかし台）

町内会代表（花園）

町内会代表（青山）

町内会代表（青葉台）

町内会代表（菅谷台）

町内会代表（皆の丘）

町内会代表（葉山）

更生保護女性会代表

手をつなぐ親の会代表

遺族会代表

交通安全協会代表

民生児童委員協議会代表

民生児童委員協議会代表

ボランティア友の会代表

ボランティア友の会代表

婦人会代表

身体障がい者福祉協会代表

氏　　名

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

№ 所　　　　属

■理事定数　　12名以上15名以内

■評議員定数　26名以上35名以内

皆さまからの会費を財源として地域福祉活動を実施いたしております。

総 額　10,005,100円

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

しらかし台、花園、青山、青葉台、皆の丘地区にお住まいの方は北部地域包括支援センター（022-767-7677）へご連絡ください。

カフェ・なし畑のご案内カフェ・なし畑のご案内

スタッフが地域に出向き、高齢者等のご相談をお受けします。予約不要、秘密厳守で行います。

出張相談出張相談出張相談出張相談

☎022-353-7322利府町中央地域包括支援センター

貯貯 筋筋 体体 操操
シニアのちょこっと

地域包括支援センターは、高齢者の皆様が『住み慣れた地域でいつまでもいきいきと過ごせるように』介護や福祉、健康
などの様々な面から総合的に支えるためのお手伝いをしています。
看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が相談に応じます。また、認知症の相談や介護予防の普及事業を

行っています。相談は来所や電話のほか、自宅に訪問しお話を伺うこともできますので、お気軽にご相談ください。

①総合相談
②介護保険の代行支援
③介護予防に関する支援
④権利擁護や財産管理に関する相談
⑤介護予防ケアプランの作成　など

「認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らしたい」そんな思いを分かち合う場
として『カフェ・なし畑』を開催しています。認知症で悩んでいる方、認知症の理解を深め
たい方などお気軽においでください。ゆっくりとお話ししましょう。

情報発信のブログを
はじめました！

メールでの問合せは
コチラ！

動きやすい服装でお越しください。参加費は無料です。

●日　程：①８月26日（水）②９月23日（水）
●場　所：利府町公民館２階創作室
●参加費：無料
●持ち物：飲料（マイボトル等）、筆記用具

●時　間：いずれも午前10時～午前11時まで
●内　容：認知症の相談、交流、脳トレ、講話など
●申　込：不要です。お気軽にお越しください。

業務内容
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障がいをお持ちの方のさまざまな悩みや問
題について、必要な情報の提供や障害福祉
サービスの利用支援等を行っております。
自分自身でニーズに合った福祉サービスの

情報を探し、利用するための手続きをし、支
援を受け続けるのはなかなか難しいことで
す。どうぞお気軽にご相談いただき、障がい
のある方が地域でその人ら
しく生活できるためのお手
伝いをさせてください。

問合せ先　利府町障害者相談支援事業所
　　　　　利府町青葉台１－32
　　　　 （利府町保健福祉センター内）
TEL：354－1556　FAX：349－5608

その他の活動による収入　21,345,103円
施設整備等収入　828,000円

令和元年度   利府町社会福祉協議会事業報告令和元年度   利府町社会福祉協議会事業報告
法人運営事業法人運営事業
■理事会・評議員会の開催
■お悔み事業
■現場実習受入事業
■キャリアシップ職場事業
■備品貸出事業
■印刷輪転機設置事業
■福祉団体助成事業
■各種団体等ネットワーク構築事業

地域福祉活動推進部門地域福祉活動推進部門
■社協だより発行事業
■ホームページ事業
■地区社協設置事業
■小地域ネットワーク推進事業
■一人暮らし高齢者乳酸菌飲料支給事業
■防災・減災事業
■ボランティア保険支援事業
■学校等福祉教育活動への協力
■ふれあいオープンスクール送迎事業

■移送サービス事業
■ボランティア養成講座の開催
■利府町老人クラブ連合会事務局
■利府町ボランティア友の会事務局
■利府町身体障がい者福祉協会事務局
■利府町手をつなぐ親の会事務局
■利府町あけぼの会事務局
■利府町共同募金委員会事務局

福祉サービス利用支援部門福祉サービス利用支援部門
■生活相談所開設事業
■出張生活相談所開設事業
■生活安定資金貸付事業
■生活福祉資金貸付事業
■日常生活自立支援事業
 （まもりーぶ事業）

在宅福祉サービス部門（委託事業含む）在宅福祉サービス部門（委託事業含む）
■暮らしのサポートサービス事業
■訪問介護事業
■介護予防訪問介護事業
■居宅介護支援事業所
■障害者居宅介護事業
■行動援護事業
■重度訪問介護事業
■同行援護事業

■児童デイサービス事業
■障害者相談支援事業
■障害者地域活動支援センター事業
■移動支援事業
■生活支援コーディネーター事業
■地域包括支援センター事業
■軽度生活支援センター
■高齢者いきいき活動ポイント事業

資金収支決算財 産 目 録
■資　産
1．流動資産
　　⑴現金　現金手許有髙
　　　　　　小口現金
　　　　　　預貯金
　　　　　　未収金
　　合　　計
2．固定資産
　　⑴基本資産　基本財産特定預金
　　⑵その他の固定資産
　　　　　　　　構築物
　　　　　　　　車輌運搬具
　　　　　　　　器具及び備品
　　　　　　　　権利
　　　　　　　　退職手当積立金預け金
　　　　　　　　善意基金積立預金
　　　　　　　　生活安定資金貸付金
　　合　　計
資産合計

■負　債
1．流動負債
　　⑴流動負債　未払費用
　　　　　　職員預り金
　　合　　計
2．固定負債
　　⑴固定負債　退職給与引当金
　　　　合　　計
負債合計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62,906円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,110,245円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,979,577円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27,152,728円

・・・・・・・・・・ 1,000,000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1円
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,198,813円

・・・・・・・・・・・・・・・ 684,732円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129,600円

・・・・・・ 64,070,480円
・・・・・・・・・・ 37,536,000円
・・・・・・・・・ 1,677,389円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106,297,015円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133,449,743円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,536,215円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 946,390円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,482,605円

・・・・・・・・・・・・ 64,070,480円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64,070,480円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69,553,085円

差引純資産（資産合計－負債合計）     63,896,658円

※会費は、地域福祉事業に充てられます。
※利府町からの補助金、受託金は人件費と事業費に充てられます。

社協会費　10,005,100円
寄付金　826,737円

補助金
19,164,000円

助成金
4,098,343円

受託金
48,253,498円

事業等　1,352,078円

貸付事業等
80,000円

障害福祉
サービス事業
•居宅介護等
•児童デイサービス
•障害者相談支援
　事業所
　42,156,939円

地域活動支援センター事業
　12,939,134円

介護保険事業
•訪問介護事業所
•居宅介護支援
　事業所
　77,520,672円

地域福祉事業
•法人運営•地域福祉
•在宅福祉•共同募金
•資金貸付
　40,646,281円

令和元年度  利府町社会福祉協議会決算報告令和元年度  利府町社会福祉協議会決算報告

その他の収入
875,452円

収 入
172,375,700円

障害福祉
サービス等事業
30,320,461円

支 出
173,263,026円

介護保険事業
35,226,928円

当センターでは、14名の方々が登録利用しています。
現在、新型コロナウィルスの影響により活動を一部自粛し
ながら取り組んでいますが、感染予防に努めながら、休所す
ることなく元気に活動しています。

◎７月１日から、役場町民交流館内の「コーヒーショップ」営業
も再開しました。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

青空ラジオ体操企画の募集
新型コロナウイルス対策も必要ですが、感染予防をしながら野外で距離を取って身体を動かしませんか？

「青空ラジオ体操」企画に是非応募ください！

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８月３日（月）～８月19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。

利府町中央地域包括支援センター　電話：022-353-7322
※企画における楽曲使用については、使用申請を行なった上で実施いたします。

利府町障害者相談支援事業所  ひまわり利府町障害者相談支援事業所  ひまわり

ままももりりーーぶぶ ～福祉サービス利用などのお手伝いをします～

書類などのお預かり
・預貯金通帳、保険証書などの重
要書類や、実印を安全な場所で
お預かりします。

福祉サービス利用のお手伝い
・福祉サービスの
　利用申し込みを
代行します。

日常的な金銭管理のお手伝い
・預貯金を計画的におろしてお届
けします。

・家賃や公共料金の支払いを代行
します。

内容に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
■仙台地域福祉サポートセンター（宮城県社会福祉会館内）☎022-212-3388
■利府町社会福祉協議会　　☎022-356-9060

どんなことを
手伝って
くれるの？ どんな人が

つかえるの？

在宅の認知症高齢者や、
知的障害、精神障害の
ある方で日常生活に
不安をお持ちの方。

（生産的活動） （創作的活動） （社会との交流促進活動）

利府町障害者地域活動支援センター

※実施頻度は週１回程度で想定しております。

●身体的機能や認知機能の低下を予防（みんなで体操をすることに意味があります！）
●外出機会づくり（数分の体操ですが、散歩がてらにいかがですか？）
●交流やつながり維持（体操終了後は、おしゃべりをして帰りませんか？）

目　的

「ラジオ体操第一」
をやりませんか？晴れの日限

定！

【例】
●●公園で、９月の
毎週水曜日、午前
10時から実施！
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毎回、好評を頂いている「ステップアップ講習会」を、下記
の通り開催いたします。

会員以外の一般の方々も参加できる講座です。
日常生活においても、たいへん役に立つ内容です。
是非、お誘い合わせの上、ご参加下さい。
連絡先：☎022－767－1050
rifushakyo-tofukko@joy.ocn.ne.jp

●と　　き　９月２日（水）午後１時30分～午後３時30分
●と こ ろ　生涯学習センター２階ミーティングルーム1・2
●講習項目 「子どもの病気と症状」
●講　　師　たかだこども医院　院長　高田　修　氏
●参 加 費　無料

2020.7
No.137

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。

●令和元年度事業報告
●令和元年度決算報告
●役員及び評議員名簿
●利府町中央地域包括支援センター
●まもりーぶ

●障害者相談支援事業所「ひまわり」
●利府町地域活動支援センター
●特例緊急小口資金及び総合支援資金
●あたたかい善意ありがとうございます
●ファミリー・サポート・センター

 

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

● 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　•単身　15万円以内
　貸付期間：原則３ヶ月以内
【貸付利子・保証人】
　無利子・不要

●匿名 様（神谷沢）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（神谷沢）

……………… 20,000円
………………… 10,000円
……………… 30,000円

社会福祉のため

●水野佳子 様（神谷沢）
●匿名 様（神谷沢）

…… タオル多数及び雑貨多数
………………………… タオル多数

物 品 寄 付

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

特別会員・賛助会員ご紹介
特別会員 賛助会員●坂田　善夫 様　●鈴木　とり 様　●伊藤きよみ 様　●阿部　善男 様

●認定NPO法人さわおとの森  理事長 清野精維 様
●北日本印刷株式会社  代表取締役 佐藤精一 様
●有限会社阿部自動車商会  代表取締役 阿部健一 様
●仙台農業協同組合 利府支店  支店長 庄司文彦 様
●一般財団法人花園まちづくり記念財団  理事長 田口史郎 様
●共立工業㈱  代表取締役 百々盛義 様

●星　　典男 様
●水野　佳子 様

ご協力いただき
ありがとう
ございました。

●株式会社ごんきや  代表取締役 佐藤知樹 様
●株式会社白寿殿  代表取締役 菅原宏和 様
●有限会社チョーリ  代表取締役 櫻井幸一 様
●有限会社渡辺自動車  代表取締役 渡邊勝利 様
●欅産業株式会社  代表取締役 大原良光  様

コロナ対策を行い、コーヒーショップ
「ペア・パル」再開しました!!
みなさまのお越しお待ちしております。←地活マスコットキャラクター

 「ちかつばめ」

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談
●日程…８月25日（火）・９月15日（火）
　　　　10月27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
ファミリー・サポート・センターからのお知らせ
「ステップアップ講習会」を開催します！

お待ちして
おります。
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