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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
●令和３年度利府町社会福祉協議会事業計画
●令和３年度収支予算書
●社協会員会費にご協力をお願いします
●利府町ボランティアセンター
●赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金実績報告

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・センターからの
　お知らせ
●職員募集
●令和２年度特別会員・賛助会員のご紹介
●暖かい善意ありがとうございます

子育て広場「十符っ子」と「ファミリー・サポート・セン
ター」は、社協２階に移転しました。親子で楽しめる広場
として開放しておりますので、ぜひ遊びに来てください！
スタッフ一同お待ちしております。

令和２年度特別会員・賛助会員ご紹介

特別会員 ●片倉ツヤ子 様　●阿部　善男 様
●伊藤きよみ 様　●坂田　善夫 様
●鈴木　とり 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
●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
●有限会社利府自動車整備工業  代表取締役 藤原大志 様
●宮川ローラー株式会社  代表取締役 宮川忠直 様
●真栄工芸株式会社  代表取締役 熊谷一 様
●住友生命保険（相）仙台支社 利府支部  利府支部長 相澤和江 様
●公益社団法人利府町シルバー人材センター  理事長 小岩義文 様

●株式会社菅原産業  代表取締役 菅原ひで子 様
●利商印刷株式会社  代表取締役 佐藤利春 様
●株式会社仙台銀行 利府支店  支店長 浅井史夫 様
●株式会社OttO  代表取締役 沖田司 様
●塩釜地区資源化事業協同組合  代表理事 坂本晃久 様
●㈱古山造園  代表取締役 古山保徳 様
●有限会社テクノ・アーム  代表取締役 後藤亨 様
●㈱オフィスK2  代表取締役 髙山一成 様
●利府松島商工会  会長 福田正朗 様
●有限会社ウツミ水産  代表取締役 内海春壽 様
●株式会社まちづくり利府  代表取締役 赤間信博 様
●株式会社ティ・ディ・シー  代表取締役社長 赤羽優子 様
●株式会社ヤマトク  代表取締役 小幡大治 様
●ボン・リー宮城株式会社  代表取締役 中村信一郎 様
●株式会社サイコー  代表取締役 齋藤孝志 様

賛助会員 ●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。

４月１日付けで
利府町社会福祉協
議会事務局長に就
任いたしました。利府町の福祉向上の
ために努めてまいりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。

新局長紹介
折笠　浩幸

利府町社会福祉協議会　職員募集 !!
♬  職員体制の強化を図るため、職員を大募集します。♬

利府町社会福祉協議会 〒981-0104　利府町中央２丁目11－１　　担当：千葉
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●匿名 様（町内）
●匿名 様（菅谷一部）
●匿名 様（青葉台）
●匿名 様（菅谷二部）

……………… 20,000円
………… 16,450円

……………… 6,512円
………… 10,000円

社会福祉
のため

●匿名 様（町加瀬）
●伊藤芳澄 様（菅谷二部）
●小山光子 様（大町）
●匿名 様（大町）

………… コーヒー多数
… 介護用品多数
…… 介護用品多数

……………… タオル多数

物品寄付
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令和３年度 利府町社会福祉協議会事業計画

法 人 運 営

・役員会、評議員会の開催
・経営指針や福祉活動計画の
策定

・法務、財務、労務管理  他

地域福祉活動推進

・調査の実施　
・社協だより等広報事業
・地区社協事業
・小地域福祉活動事業
・福祉人材養成研修事業
・ボランティアセンター事業
・福祉団体支援、事務局支援
事業

・福祉教育、備品貸出  他

福祉サービス利用支援
在 宅 支 援

・生活相談や生活資金の貸付
事業を実施します

・高齢者の見守りと安否確認
事業を実施します

介護保険制度によるケアプラ
ンを作成します

●居宅介護支援事業所

障がい者（児）やそのご家族
からの相談及び計画作成等を
行います

●障害者相談支援
　事業所「ひまわり」

介護が必要な高齢者
や障がい者の方に
ホームヘルパーを派
遣します

●訪問介護事業所

在宅福祉サービス

高齢になり介護が必要な状態
になっても、地域でいつまで
もいきいきと暮らしていける
ための仕組みづくりの支援を
行います

●生活支援コーディ
　ネーター設置事業

発達に遅れのある
児童生徒を対象に
療育支援します

●児童デイサービス
　センター「すきっぷ」

創作活動や軽作業を通して障
がい者の自立支援と社会参
加、交流の場を提供します

●障害者地域活動支援
　センター

親子で楽しく遊びながら悩み
を話し合ったり、情報交換が
できる場所です

●子育て広場
 「十符っ子」

地域において、「子育ての支
援をしてほしい方」、「子育
ての支援をしたい方」が会員
となり、子育てを支え合う会
員組織です

●ファミリー・
　サポート・センター

福祉、介護などの相談や介護
予防の支援をするほか、高齢
者の様々な権利を守るための
支援を行います

●地域包括支援
　センター

「子育てを手伝ってほしい人」（利用会員）と「子育ての手伝いができる人」（協力会員）が
子育てを支え合う会員組織です。安心して子育てが出来る町を皆で作りましょう！
只今、協力会員さんを大募集中です !!　基礎講習会を受講し、会員に登録いたしませんか？
幅広い知識が日々の生活の役に立つと毎回好評です。皆様の受講をお待ちしております。

おもちゃに絵本、親子で出来る体操・手遊び・制作など、お楽しみを
たくさん用意してお待ちしています。新しい広場で、元気に楽しく遊び
ましょう！

講習会はいずれも無料です。お気軽にご参加く
ださい。お待ちしております。
　問合せ：ファミリー・サポート・センター
　電　話：022-767-2195「十符っ子」内

ファミリー・サポート・センターからの

お 知 ら せ

と　き：10月７日(木)・１月27日(木)
　　　　午前９時30分～午後４時
ところ：社会福祉協議会２階 ミーティングルーム
内　容：子どもの健康管理・発達と保育の心
　　　　子どもの遊び　等

子育て広場「十符っ子」の内容が変わります

入口にインターホンを設置しま
した。
介添えが必要の際は押して下さ
い。スタッフが参ります。

【利用会員さんの声】
●子どもを習い事に送っ
て頂いています。とて
も助かります。

●保育園のお迎えをお願
いしています。

【協力会員さんの声】
●支援以外でも近況報告
しています。孫が出来
たようです。

●自分の子どもと一緒に
楽しく遊んでいます。

休館日が第２・
第４水曜日に
なりました。

「とふっちょタイム」
は11時15分から
始まります。

児童デイサービスセンター「すきっぷ」（放課後等デイサービス）では、令和２年度担当職員によ
る「自己評価」と、ご利用保護者様による「保護者評価」を実施しました。
双方の貴重なご意見をもとに、今後もさらに業務改善とサービスの質の向上に努めてまいります。
尚、結果については、ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

児童デイサービスセンター「すきっぷ」（放課後等デイサービス）では、令和２年度担当職員によ
る「自己評価」と、ご利用保護者様による「保護者評価」を実施しました。
双方の貴重なご意見をもとに、今後もさらに業務改善とサービスの質の向上に努めてまいります。
尚、結果については、ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

児童デイサービスセンター「すきっぷ」

社協の２階に
移転しました。

令和３年度基礎講習会開催予定日

平山ラーメンちゃんこと平山乾悦氏をお迎えし
て講習会を開催します。どなたでも参加出来ま
す。どしどしご参加下さい。

と　き：６月10日(木)
　　　　午後１時30分～午後３時
ところ：社会福祉協議会２階 ミーティングルーム
内　容：「学童期の心の理解と接し方」

ステップアップ講習会のご案内
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寄付金 304千円
社協会費 10,269千円

事業費収入、
その他

1,842千円

拠点区分間
繰入金収入
7,695千円

積立資産
取崩収入
5,212千円

前期末支払
資金残高
3,058千円

サービス区分間
繰入金収入
9,138千円

利府町補助金
19,164千円

貸付事業等
収入

1,700千円

助成金
3,806千円

収 入
183,898千円

支 出
183,898千円

利府町受託金
57,106千円

障害福祉
サービス等
事業収入
30,355千円

介護保険収入
34,249千円

令和３年度　収支予算　法人全体

りり ふふ 社社 協協 とは…

町民の皆様からお寄せいただいた貴重な会費は、主
に地域福祉活動推進事業に充てられ地区社協、小地
域ネットワーク活動、福祉教育、社協だよりの発行
など、福祉事業として地域に還元されています。

会費はどのように使われてるの？

全員で46名が働いています。
・職　員　17名　・嘱　託　11名
・パート　18名　（令和３年４月１日現在）

りふ社協の職員は何人いるの？

地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安
心して暮らせる福祉のまちづくりを使命に、さまざ
まな活動を行う民間の組織（社会福祉法人）です。
昭和62年に法人格を取得しました。

利府町社会福祉協議会（＝りふ社協）とは？

・町民の皆様から会費をいただいております。
 （一世帯の年額1,200円）
・介護サービス等事業費収入があります。
・利府町からの補助金や受託金があります。
・共同募金会から募金の一部をいただいております。
・善意の寄付金をいただいております。

財源はどこからくるのですか？

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
令和２年度事業報告令和２年度事業報告令和２年度事業報告令和２年度事業報告

皆様のご協力に感謝申し上げます。今後とも、ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

令和２年度歳末たすけあい募金実績額
募　　金　　額 配　　　分　　　額

令和２年度赤い羽根共同募金実績額
募　　金　　額 配　　分　　額

合　計 合　　　　計2,211,167円 2,211,167円
252,567円事業費

学校・職域募金 0円 510,000円
150,000円

＊小中学校・特別支援学校
＊福祉団体

２次配分（町内の小中学校・支援学校及び福祉団体）

戸別募金 2,211,167円

戸別募金 3,469,142円

313,600円
90,000円
565,000円
330,000円

2,555,690円

＊70歳以上独居高齢者世帯
＊寝たきり及び認知症高齢者世帯
＊準要保護世帯
＊母子父子世帯

１次配分（配分調査委員会で決定された生活困窮者世帯）

県域募金
学校・職域募金 405,890円

1,406,996円市町村域募金ハートフルベンダー
（募金型自販機） 87,654円
合　計 合　計3,962,686円 3,962,686円

利府町社会福祉協議会ボランティアセンター　住所：中央2-11-1　☎356-9060利府町社会福祉協議会ボランティアセンター　住所：中央2-11-1　☎356-9060利府町社会福祉協議会ボランティアセンター　住所：中央2-11-1　☎356-9060利府町社会福祉協議会ボランティアセンター　住所：中央2-11-1　☎356-9060

令和３年度ボランティア保険加入のご案内令和３年度ボランティア保険加入のご案内

利府社協ボランティアセンター利府社協ボランティアセンター

※申請時に名簿のご提出をお願いします。
　氏名の他に（住所・性別・電話番号・生年月日のいずれか２項目が記載されているもの）

昨年度は、延べ1,559名以上の方がボランティア保険に加入し、町内外問わず様々な活動を行っていただきました！
今年度も安心で安全なボランティア活動を行っていただくため、加入手続きを開始しています。

昨年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、町内のイベントがすべて中止となり
ましたが、戸別募金・学校募金及び職域募金などたくさんのご協力をいただきました。

利府小学校・利府第二小学校・利府第三小学校
しらかし台小学校・青山小学校・菅谷台小学校
利府中学校・しらかし台中学校・西中学校
利府高校・利府支援学校
仙台新幹線総合車両センター・東北大蔵電気㈱
住友生命利府支部・仙台農協利府
仙台銀行利府支店・杜の都信用金庫玉川支店
利府郵便局　他個人　　　　 （敬称略・順不同）

ボランティア

活動保険

補償期間 加入日の翌日から令和４年３月 31日まで

補償内容（傷害） ボランティアさんの事故やケガ（往復途上含む）

補償内容（賠償責任） 他人にケガを負わせてしまった、人の物を壊してしまった場合など

保険料 300円～ 800円（５種類のプランがあります）

行事保険

補償期間 活動日のみ

補償内容（傷害） 行事参加者の事故やケガ

補償内容（賠償責任） 主催者の損害賠償（行事の開催に伴う他人への損害）

保険料
宿泊無：30円～　※原則 20名以上の申込になります。

宿泊有：227円～

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。

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

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
39,118,000円

地域活動支援
センター事業
13,914,000円

介護保険事業
•訪問介護事業所•地域包括支援センター
•居宅介護支援事業所　75,681,000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
43,481,000円

子育て支援事業
•子育て広場事業
•ファミリー・サポート・
　センター事業
11,704,000円

４３ 第 141 号 社　協　だ　よ　り 令和３年５月28日第 141 号社　協　だ　よ　り令和３年５月28日



寄付金 304千円
社協会費 10,269千円

事業費収入、
その他

1,842千円

拠点区分間
繰入金収入
7,695千円

積立資産
取崩収入
5,212千円

前期末支払
資金残高
3,058千円

サービス区分間
繰入金収入
9,138千円

利府町補助金
19,164千円

貸付事業等
収入

1,700千円

助成金
3,806千円

収 入
183,898千円

支 出
183,898千円

利府町受託金
57,106千円

障害福祉
サービス等
事業収入
30,355千円

介護保険収入
34,249千円

令和３年度　収支予算　法人全体

りり ふふ 社社 協協 とは…

町民の皆様からお寄せいただいた貴重な会費は、主
に地域福祉活動推進事業に充てられ地区社協、小地
域ネットワーク活動、福祉教育、社協だよりの発行
など、福祉事業として地域に還元されています。

会費はどのように使われてるの？

全員で46名が働いています。
・職　員　17名　・嘱　託　11名
・パート　18名　（令和３年４月１日現在）

りふ社協の職員は何人いるの？

地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安
心して暮らせる福祉のまちづくりを使命に、さまざ
まな活動を行う民間の組織（社会福祉法人）です。
昭和62年に法人格を取得しました。

利府町社会福祉協議会（＝りふ社協）とは？

・町民の皆様から会費をいただいております。
 （一世帯の年額1,200円）
・介護サービス等事業費収入があります。
・利府町からの補助金や受託金があります。
・共同募金会から募金の一部をいただいております。
・善意の寄付金をいただいております。

財源はどこからくるのですか？

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
令和２年度事業報告令和２年度事業報告令和２年度事業報告令和２年度事業報告

皆様のご協力に感謝申し上げます。今後とも、ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

令和２年度歳末たすけあい募金実績額
募　　金　　額 配　　　分　　　額

令和２年度赤い羽根共同募金実績額
募　　金　　額 配　　分　　額

合　計 合　　　　計2,211,167円 2,211,167円
252,567円事業費

学校・職域募金 0円 510,000円
150,000円

＊小中学校・特別支援学校
＊福祉団体

２次配分（町内の小中学校・支援学校及び福祉団体）

戸別募金 2,211,167円

戸別募金 3,469,142円

313,600円
90,000円
565,000円
330,000円

2,555,690円

＊70歳以上独居高齢者世帯
＊寝たきり及び認知症高齢者世帯
＊準要保護世帯
＊母子父子世帯

１次配分（配分調査委員会で決定された生活困窮者世帯）

県域募金
学校・職域募金 405,890円

1,406,996円市町村域募金ハートフルベンダー
（募金型自販機） 87,654円
合　計 合　計3,962,686円 3,962,686円

利府町社会福祉協議会ボランティアセンター　住所：中央2-11-1　☎356-9060利府町社会福祉協議会ボランティアセンター　住所：中央2-11-1　☎356-9060利府町社会福祉協議会ボランティアセンター　住所：中央2-11-1　☎356-9060利府町社会福祉協議会ボランティアセンター　住所：中央2-11-1　☎356-9060

令和３年度ボランティア保険加入のご案内令和３年度ボランティア保険加入のご案内

利府社協ボランティアセンター利府社協ボランティアセンター

※申請時に名簿のご提出をお願いします。
　氏名の他に（住所・性別・電話番号・生年月日のいずれか２項目が記載されているもの）

昨年度は、延べ1,559名以上の方がボランティア保険に加入し、町内外問わず様々な活動を行っていただきました！
今年度も安心で安全なボランティア活動を行っていただくため、加入手続きを開始しています。

昨年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、町内のイベントがすべて中止となり
ましたが、戸別募金・学校募金及び職域募金などたくさんのご協力をいただきました。

利府小学校・利府第二小学校・利府第三小学校
しらかし台小学校・青山小学校・菅谷台小学校
利府中学校・しらかし台中学校・西中学校
利府高校・利府支援学校
仙台新幹線総合車両センター・東北大蔵電気㈱
住友生命利府支部・仙台農協利府
仙台銀行利府支店・杜の都信用金庫玉川支店
利府郵便局　他個人　　　　 （敬称略・順不同）

ボランティア

活動保険

補償期間 加入日の翌日から令和４年３月 31日まで

補償内容（傷害） ボランティアさんの事故やケガ（往復途上含む）

補償内容（賠償責任） 他人にケガを負わせてしまった、人の物を壊してしまった場合など

保険料 300円～ 800円（５種類のプランがあります）

行事保険

補償期間 活動日のみ

補償内容（傷害） 行事参加者の事故やケガ

補償内容（賠償責任） 主催者の損害賠償（行事の開催に伴う他人への損害）

保険料
宿泊無：30円～　※原則 20名以上の申込になります。

宿泊有：227円～

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。

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

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
39,118,000円

地域活動支援
センター事業
13,914,000円

介護保険事業
•訪問介護事業所•地域包括支援センター
•居宅介護支援事業所　75,681,000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
43,481,000円

子育て支援事業
•子育て広場事業
•ファミリー・サポート・
　センター事業
11,704,000円
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令和３年度 利府町社会福祉協議会事業計画

法 人 運 営

・役員会、評議員会の開催
・経営指針や福祉活動計画の
策定

・法務、財務、労務管理  他

地域福祉活動推進

・調査の実施　
・社協だより等広報事業
・地区社協事業
・小地域福祉活動事業
・福祉人材養成研修事業
・ボランティアセンター事業
・福祉団体支援、事務局支援
事業

・福祉教育、備品貸出  他

福祉サービス利用支援
在 宅 支 援

・生活相談や生活資金の貸付
事業を実施します

・高齢者の見守りと安否確認
事業を実施します

介護保険制度によるケアプラ
ンを作成します

●居宅介護支援事業所

障がい者（児）やそのご家族
からの相談及び計画作成等を
行います

●障害者相談支援
　事業所「ひまわり」

介護が必要な高齢者
や障がい者の方に
ホームヘルパーを派
遣します

●訪問介護事業所

在宅福祉サービス

高齢になり介護が必要な状態
になっても、地域でいつまで
もいきいきと暮らしていける
ための仕組みづくりの支援を
行います

●生活支援コーディ
　ネーター設置事業

発達に遅れのある
児童生徒を対象に
療育支援します

●児童デイサービス
　センター「すきっぷ」

創作活動や軽作業を通して障
がい者の自立支援と社会参
加、交流の場を提供します

●障害者地域活動支援
　センター

親子で楽しく遊びながら悩み
を話し合ったり、情報交換が
できる場所です

●子育て広場
 「十符っ子」

地域において、「子育ての支
援をしてほしい方」、「子育
ての支援をしたい方」が会員
となり、子育てを支え合う会
員組織です

●ファミリー・
　サポート・センター

福祉、介護などの相談や介護
予防の支援をするほか、高齢
者の様々な権利を守るための
支援を行います

●地域包括支援
　センター

「子育てを手伝ってほしい人」（利用会員）と「子育ての手伝いができる人」（協力会員）が
子育てを支え合う会員組織です。安心して子育てが出来る町を皆で作りましょう！
只今、協力会員さんを大募集中です !!　基礎講習会を受講し、会員に登録いたしませんか？
幅広い知識が日々の生活の役に立つと毎回好評です。皆様の受講をお待ちしております。

おもちゃに絵本、親子で出来る体操・手遊び・制作など、お楽しみを
たくさん用意してお待ちしています。新しい広場で、元気に楽しく遊び
ましょう！

講習会はいずれも無料です。お気軽にご参加く
ださい。お待ちしております。
　問合せ：ファミリー・サポート・センター
　電　話：022-767-2195「十符っ子」内

ファミリー・サポート・センターからの

お 知 ら せ

と　き：10月７日(木)・１月27日(木)
　　　　午前９時30分～午後４時
ところ：社会福祉協議会２階 ミーティングルーム
内　容：子どもの健康管理・発達と保育の心
　　　　子どもの遊び　等

子育て広場「十符っ子」の内容が変わります

入口にインターホンを設置しま
した。
介添えが必要の際は押して下さ
い。スタッフが参ります。

【利用会員さんの声】
●子どもを習い事に送っ
て頂いています。とて
も助かります。

●保育園のお迎えをお願
いしています。

【協力会員さんの声】
●支援以外でも近況報告
しています。孫が出来
たようです。

●自分の子どもと一緒に
楽しく遊んでいます。

休館日が第２・
第４水曜日に
なりました。

「とふっちょタイム」
は11時15分から
始まります。

児童デイサービスセンター「すきっぷ」（放課後等デイサービス）では、令和２年度担当職員によ
る「自己評価」と、ご利用保護者様による「保護者評価」を実施しました。
双方の貴重なご意見をもとに、今後もさらに業務改善とサービスの質の向上に努めてまいります。
尚、結果については、ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

児童デイサービスセンター「すきっぷ」（放課後等デイサービス）では、令和２年度担当職員によ
る「自己評価」と、ご利用保護者様による「保護者評価」を実施しました。
双方の貴重なご意見をもとに、今後もさらに業務改善とサービスの質の向上に努めてまいります。
尚、結果については、ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

児童デイサービスセンター「すきっぷ」

社協の２階に
移転しました。

令和３年度基礎講習会開催予定日

平山ラーメンちゃんこと平山乾悦氏をお迎えし
て講習会を開催します。どなたでも参加出来ま
す。どしどしご参加下さい。

と　き：６月10日(木)
　　　　午後１時30分～午後３時
ところ：社会福祉協議会２階 ミーティングルーム
内　容：「学童期の心の理解と接し方」

ステップアップ講習会のご案内

第 141 号 社　協　だ　よ　り 令和３年５月28日 ２第 141 号社　協　だ　よ　り令和３年５月28日５
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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
●令和３年度利府町社会福祉協議会事業計画
●令和３年度収支予算書
●社協会員会費にご協力をお願いします
●利府町ボランティアセンター
●赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金実績報告

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・センターからの
　お知らせ
●職員募集
●令和２年度特別会員・賛助会員のご紹介
●暖かい善意ありがとうございます

子育て広場「十符っ子」と「ファミリー・サポート・セン
ター」は、社協２階に移転しました。親子で楽しめる広場
として開放しておりますので、ぜひ遊びに来てください！
スタッフ一同お待ちしております。

令和２年度特別会員・賛助会員ご紹介

特別会員 ●片倉ツヤ子 様　●阿部　善男 様
●伊藤きよみ 様　●坂田　善夫 様
●鈴木　とり 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
●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
●有限会社利府自動車整備工業  代表取締役 藤原大志 様
●宮川ローラー株式会社  代表取締役 宮川忠直 様
●真栄工芸株式会社  代表取締役 熊谷一 様
●住友生命保険（相）仙台支社 利府支部  利府支部長 相澤和江 様
●公益社団法人利府町シルバー人材センター  理事長 小岩義文 様

●株式会社菅原産業  代表取締役 菅原ひで子 様
●利商印刷株式会社  代表取締役 佐藤利春 様
●株式会社仙台銀行 利府支店  支店長 浅井史夫 様
●株式会社OttO  代表取締役 沖田司 様
●塩釜地区資源化事業協同組合  代表理事 坂本晃久 様
●㈱古山造園  代表取締役 古山保徳 様
●有限会社テクノ・アーム  代表取締役 後藤亨 様
●㈱オフィスK2  代表取締役 髙山一成 様
●利府松島商工会  会長 福田正朗 様
●有限会社ウツミ水産  代表取締役 内海春壽 様
●株式会社まちづくり利府  代表取締役 赤間信博 様
●株式会社ティ・ディ・シー  代表取締役社長 赤羽優子 様
●株式会社ヤマトク  代表取締役 小幡大治 様
●ボン・リー宮城株式会社  代表取締役 中村信一郎 様
●株式会社サイコー  代表取締役 齋藤孝志 様

賛助会員 ●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。

４月１日付けで
利府町社会福祉協
議会事務局長に就
任いたしました。利府町の福祉向上の
ために努めてまいりますので、今後と
もよろしくお願いいたします。

新局長紹介
折笠　浩幸

利府町社会福祉協議会　職員募集 !!
♬  職員体制の強化を図るため、職員を大募集します。♬

利府町社会福祉協議会 〒981-0104　利府町中央２丁目11－１　　担当：千葉
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●匿名 様（町内）
●匿名 様（菅谷一部）
●匿名 様（青葉台）
●匿名 様（菅谷二部）

……………… 20,000円
………… 16,450円

……………… 6,512円
………… 10,000円

社会福祉
のため

●匿名 様（町加瀬）
●伊藤芳澄 様（菅谷二部）
●小山光子 様（大町）
●匿名 様（大町）

………… コーヒー多数
… 介護用品多数
…… 介護用品多数

……………… タオル多数

物品寄付
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