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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
●

イイ ンン フフ ォォ メメ ーー シシ ョョ ンン

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。

利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
～ ボランティア登録者募集中 ～

●対 象 者　介護施設などでのボランティア活動に興味のある町内にお住まいの65歳以上の方。
●活動内容　施設利用者の話し相手、レクリエーション、食事の配膳など。 ※受入施設との調整あり。
●活動方法　保健福祉課長寿介護班で登録申請を行い、講習会受講後にボランティア活動をしていただきます。
　　　　　　 講習会については、毎月第３木曜日を予定しておりますが、調整可能です。

町内の介護施設等で行ったボランティア活動に対して、活動時間に応じた
ポイントを付与し、年間最大5,000円の交付金に転換します。
この事業は、高齢者の地域貢献や社会参加活動を通した介護予防の推進、

生きがいづくりを目的としています。

※登録申請：利府町保健福祉課  長寿介護班（TEL：356-1334）
※講 習 会：利府町社会福祉協議会  　　　（TEL：356-9060）

生活相談のお知らせ
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
置し解決のお手伝いをいたします。

利府町にお住いの合澤八千穂様が日本画の部で最優秀賞
を受賞されました。おめでとうございます。菅谷の道安寺
に祀られている不動尊を描いたもので、目力があり迫力の
ある作品です。ねんりんピック岐阜2020でも展示される
ことになりました。

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談
●日程…２月25日（火）・３月24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

《 相談は無料・秘密厳守で行います。》
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社会福祉のため

町内で社会福祉協議会を名乗る不審な電話
がかかってきていると情報提供がありました。
電話の内容は、「○○さんですか。△△さ

んですか。」と受け手側の情報を探られたとの
ことです。
社会福祉協議会を名乗った電話で、少しで

も不審だと感じたら一度電話を切り、下記まで
お知らせください。
　〇問合せ先…利府町社会福祉協議会
　　　　　　　356－9060

社会福祉協議会を
名乗る不審な電話に
ご注意ください

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

●社会福祉法人 愛耕会利府聖農保育園 様（町内）
●匿名 様（野中二部）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（青山）

… 10,000円
………………………………… 50,000円

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

物　品　寄　付

●匿名 様（春日二部）
●匿名 様（しらかし台）
●匿名 様（花園）

…………………………………… 毛布多数
…………………………… 介護用品多数

…………… 子ども用パジャマ・Ｔシャツ等

町内の中学生の職場体験を行いました。
詳細はＰ２をご覧ください。

キャリアシップ事業実施‼キャリアシップ事業実施‼

●年頭のごあいさつ
●キャリアシップ事業
●小地域ネットワーク推進事業（後期）
●居宅介護支援事業所
●訪問介護事業所

●児童デイサービス事業所
●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
●利府町老人クラブ連合会
●インフォメーション
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利府町老人クラブ連合会利府町老人クラブ連合会

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は、町民の皆さまをはじめ、行政機関、福祉関係機関の方々
に多大なるご支援、ご協力を賜りまして、心より感謝申し上げます。

昨年は、令和という希望に満ちた新時代の幕開けでございましたが、災害が多発した厳しい年でも
あり、特に、昨年10月に発生した台風19号は、宮城県に甚大な被害をもたらし、今もなお復旧活動が
継続している地域もあります。利府町社協といたしましても少しでもお力になればと近隣で被害の大き
かった大郷町、大和町へ職員を派遣し、災害ボランティアセンターの運営支援に入りました。被災され
た方々の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

また、今年は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。利府町でもサッ
カー競技10試合（６日間）が予定されています。利府町の名が全世界に発信される機会になりますの
で、本会といたしましても、地域ネットワークを生かしたソフト面での「おもてなし」のお手伝いがで
きればと考えております。

地域福祉の推進につきましては、町内会、地域ボランティア、行政、民生委員児童委員等の福祉関係
者とともに、「住民主体の福祉のまちづくり」「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に
向けた事業推進に、役職員一同取り組んでまいりますので、尚一層のご理解とご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

結びになりますが、新しい年が皆さまにとりまして、健康で幸多き年になりますよう心よりご祈念い
たしまして、年頭のあいさつとさせていただきます。

年頭のごあいさつ
社会福祉法人
利府町社会福祉協議会　会長　伊藤きよみ

爆爆 笑笑！！ 明石家さんま
ご長寿グランプリ2019

キキ ャャ リリ アア シシ ッッ ププ 体体 験験 学学 習習
11月11日から５日間、職場体験のため利府中学校と利府西

中学校の生徒５名の受入れをしました。社協はどの様な仕事
をしているのか理解するためにきた生徒もおり、地域福祉事
業や障害施設で体験を通し、理解を深めていました。福祉に
ついて興味を持つきっかけになったようです。

令和元年12月29日（日）に「爆笑！明石
家さんまのご長寿グランプリ2019」のテレ
ビ放送があり、昨年に引き続き、神谷沢在住
の二階堂仂様（94）が出場しました。
惜しくも東北予選での敗退となってしまい
ましたが、懸命にクイズに答える姿にお茶の
間が笑顔になったことと思います。
二階堂さんはじめご協力いただいた方々に
感謝申し上げます。

生活支援コーディネーターによる

「地域へおじゃまします！」のコーナー

12月に亘理町・岩沼市へ視察研修会を行いました。

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

生活支
援コーディネーターの取り組み生活支
援コーディネーターの取り組み

地域づくりを
　　応援します

町内に20の単位老人クラブが組織され、会員
数は900名を超えています。
いつまでも明るく楽しく元気よく生活するため

に、グラウンド・ゴルフなどの健康維持活動や、
集会所を活用したお茶会、地域の公園清掃などの
社会奉仕活動等、会員同士の親睦と交流を深めな
がら様々な活動を行っています。
興味関心がある方は下記までご連絡ください。

連絡先：利府町社会福祉協議会
電　話：022-356-9060

集いでリハビリを
学びます！

集えば体操も
楽しくできます！

地 域 の お 宝 発 見

結果、介護予防となり得る
地域づくりの取り組みが、

ズバリ「地域のお宝」です！
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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

シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室シニアのちょこっと貯筋体操教室
シニアの皆様が気軽に運動が行えるよう、体操教室を開催しています！

●日程　2/4（火）、2/18（火）、
　　　　3/4（火）、3/17（火）
●時間　10：30～11：30
●場所　利府町公民館３階文化ホール
●備考　運動しやすい服装と靴でご参加ください。
　　　　申込不要です。

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。お気軽にご相談ください。
利府町ボランティア友の会が中心となり、町内

の集会所や保健福祉センター等を活用し、ふれあ
い・見守り・支え合い活動を実施しました。
レクリエーション活動や昼食会をとおして楽し

いひと時を過ごしました。

令和元年12月12日（木）に株式
会社エスタディオ様より、社会貢献
活動として今年もクリスマスプレゼ
ントをいただきました。
子ども達が笑顔になれる玩具と、
利用者それぞれにお菓子の詰め合わ
せをいただきました。
多くのご寄付に感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

令和元年12月12日（木）に株式
会社エスタディオ様より、社会貢献
活動として今年もクリスマスプレゼ
ントをいただきました。
子ども達が笑顔になれる玩具と、
利用者それぞれにお菓子の詰め合わ
せをいただきました。
多くのご寄付に感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

小地域ネットワーク
推進事業（後期）
小地域ネットワーク
推進事業（後期）
菅谷一部・二部菅谷一部・二部

●日時：10月23日（水）
●場所：菅谷公民館
菅谷地区のボランティ
アグループ「和っ笑い」を
お迎えし、脳トレや軽体操
などの活動を行いました。
舞踊では、参加者の皆
さんも楽器や手をたたき
ながら、一緒に参加して
いる姿がみられました。

春日一部春日一部

●日時：11月8日（金）
●場所：春日公民館
輪投げやユニカールな

どのレクリエーション
活動を行いました。
性別年齢関係なく誰で

も気軽にできる活動と
して、大盛り上がりで
した。

浜　田浜　田

●日時：11月1日（火）
●場所：浜田避難所
介護予防サポーター協力

の下、健康維持・増進のため
の軽体操や脳トレなどの活
動を行いました。
男性の参加者も多く、元

気な声を出しながら、賑や
かに楽しく活動することが
出来ました。

しらかし台しらかし台

●日時：12月8日（日）
●場所：しらかし台集会所
東仙台在住のギター演奏

家熊谷牧夫氏をお迎えしク
リスマス会を行いました。
参加者の皆さんは、ギ

ターのきれいな音色に耳を
傾けながら、なじみの歌が
ながれると演奏と共に口ず
さむ姿もみられました。

児童デイサービスセンターすきっぷ児童デイサービスセンターすきっぷ児童デイサービスセンターすきっぷ児童デイサービスセンターすきっぷ

こんにちは‼こんにちは‼

居宅介護支援事業所は、介護支援専門員（ケ
アマネジャー）４名で事業を行っております。
要介護の認定を受けた方が、その人らしい暮
らしを続けられるように、お一人おひとりのご
意向や病状、お体
の状況などをもと
に、居宅サービス
計画（ケアプラ
ン）を作成いたし
ます。

ケアマネジャーです。ケアマネジャーです。ケアマネジャーです。ケアマネジャーです。

※要支援1・2・事業対象者
　・生活支援（掃除、食事支援等）
※要介護1～5
　・身体介護（入浴介助、排泄介助等）
　・生活支援（掃除、食事支援等）
※障害福祉サービス…居宅、重度、行動、
　同行、移動支援
　利用者様が、安心・安全に在宅生活がおくれ
るように、笑顔と真心と安心をお届けします。

訪問介護事業所訪問介護事業所訪問介護事業所訪問介護事業所
サービス内容

★参加費は無料です!
★来年度も実施する
　予定です!

地域での集まりの折にご活用ください。
内容は相談に応じます！

介護予防のお話や健康に関するお話、権利擁護の話や
認知症に関するお話、地域づくりのお話などの

「おきがる出張講座」を行っております。

●対象：利府町民の方
●人数：５名程度～（応相談）
●場所：地区集会所等
●時間：１時間程度～（応相談）

利府町中央地域包括支援センター
☎022-353-7322

他にも、簡単なレク用品を取り揃えております！

レクリエーション
用品も

好評貸出中!

ご依頼、
ご相談は…

講座

輪投げセット

玄米ダンベル

カ ル タ
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利府町老人クラブ連合会利府町老人クラブ連合会

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は、町民の皆さまをはじめ、行政機関、福祉関係機関の方々
に多大なるご支援、ご協力を賜りまして、心より感謝申し上げます。

昨年は、令和という希望に満ちた新時代の幕開けでございましたが、災害が多発した厳しい年でも
あり、特に、昨年10月に発生した台風19号は、宮城県に甚大な被害をもたらし、今もなお復旧活動が
継続している地域もあります。利府町社協といたしましても少しでもお力になればと近隣で被害の大き
かった大郷町、大和町へ職員を派遣し、災害ボランティアセンターの運営支援に入りました。被災され
た方々の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

また、今年は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。利府町でもサッ
カー競技10試合（６日間）が予定されています。利府町の名が全世界に発信される機会になりますの
で、本会といたしましても、地域ネットワークを生かしたソフト面での「おもてなし」のお手伝いがで
きればと考えております。

地域福祉の推進につきましては、町内会、地域ボランティア、行政、民生委員児童委員等の福祉関係
者とともに、「住民主体の福祉のまちづくり」「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に
向けた事業推進に、役職員一同取り組んでまいりますので、尚一層のご理解とご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

結びになりますが、新しい年が皆さまにとりまして、健康で幸多き年になりますよう心よりご祈念い
たしまして、年頭のあいさつとさせていただきます。

年頭のごあいさつ
社会福祉法人
利府町社会福祉協議会　会長　伊藤きよみ

爆爆 笑笑！！ 明石家さんま
ご長寿グランプリ2019

キキ ャャ リリ アア シシ ッッ ププ 体体 験験 学学 習習
11月11日から５日間、職場体験のため利府中学校と利府西

中学校の生徒５名の受入れをしました。社協はどの様な仕事
をしているのか理解するためにきた生徒もおり、地域福祉事
業や障害施設で体験を通し、理解を深めていました。福祉に
ついて興味を持つきっかけになったようです。

令和元年12月29日（日）に「爆笑！明石
家さんまのご長寿グランプリ2019」のテレ
ビ放送があり、昨年に引き続き、神谷沢在住
の二階堂仂様（94）が出場しました。
惜しくも東北予選での敗退となってしまい
ましたが、懸命にクイズに答える姿にお茶の
間が笑顔になったことと思います。
二階堂さんはじめご協力いただいた方々に
感謝申し上げます。

生活支援コーディネーターによる

「地域へおじゃまします！」のコーナー

12月に亘理町・岩沼市へ視察研修会を行いました。

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

生活支
援コーディネーターの取り組み生活支
援コーディネーターの取り組み

地域づくりを
　　応援します

町内に20の単位老人クラブが組織され、会員
数は900名を超えています。
いつまでも明るく楽しく元気よく生活するため
に、グラウンド・ゴルフなどの健康維持活動や、
集会所を活用したお茶会、地域の公園清掃などの
社会奉仕活動等、会員同士の親睦と交流を深めな
がら様々な活動を行っています。
興味関心がある方は下記までご連絡ください。

連絡先：利府町社会福祉協議会
電　話：022-356-9060

集いでリハビリを
学びます！

集えば体操も
楽しくできます！

地 域 の お 宝 発 見

結果、介護予防となり得る
地域づくりの取り組みが、

ズバリ「地域のお宝」です！
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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
●

イイ ンン フフ ォォ メメ ーー シシ ョョ ンン

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。

利府町高齢者いきいき活動ポイント事業
～ ボランティア登録者募集中 ～

●対 象 者　介護施設などでのボランティア活動に興味のある町内にお住まいの65歳以上の方。
●活動内容　施設利用者の話し相手、レクリエーション、食事の配膳など。 ※受入施設との調整あり。
●活動方法　保健福祉課長寿介護班で登録申請を行い、講習会受講後にボランティア活動をしていただきます。
　　　　　　 講習会については、毎月第３木曜日を予定しておりますが、調整可能です。

町内の介護施設等で行ったボランティア活動に対して、活動時間に応じた
ポイントを付与し、年間最大5,000円の交付金に転換します。
この事業は、高齢者の地域貢献や社会参加活動を通した介護予防の推進、

生きがいづくりを目的としています。

※登録申請：利府町保健福祉課  長寿介護班（TEL：356-1334）
※講 習 会：利府町社会福祉協議会  　　　（TEL：356-9060）

生活相談のお知らせ
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
置し解決のお手伝いをいたします。

利府町にお住いの合澤八千穂様が日本画の部で最優秀賞
を受賞されました。おめでとうございます。菅谷の道安寺
に祀られている不動尊を描いたもので、目力があり迫力の
ある作品です。ねんりんピック岐阜2020でも展示される
ことになりました。

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談
●日程…２月25日（火）・３月24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

《 相談は無料・秘密厳守で行います。》

第
27
回

 

宮
城
シ
ニ
ア

　
　  

美
術
展

社会福祉のため

町内で社会福祉協議会を名乗る不審な電話
がかかってきていると情報提供がありました。
電話の内容は、「○○さんですか。△△さ

んですか。」と受け手側の情報を探られたとの
ことです。
社会福祉協議会を名乗った電話で、少しで

も不審だと感じたら一度電話を切り、下記まで
お知らせください。
　〇問合せ先…利府町社会福祉協議会
　　　　　　　356－9060

社会福祉協議会を
名乗る不審な電話に
ご注意ください

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

●社会福祉法人 愛耕会利府聖農保育園 様（町内）
●匿名 様（野中二部）
●匿名 様（町内）
●匿名 様（青山）

… 10,000円
………………………………… 50,000円

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

物　品　寄　付

●匿名 様（春日二部）
●匿名 様（しらかし台）
●匿名 様（花園）

…………………………………… 毛布多数
…………………………… 介護用品多数

…………… 子ども用パジャマ・Ｔシャツ等

町内の中学生の職場体験を行いました。
詳細はＰ２をご覧ください。

キャリアシップ事業実施‼キャリアシップ事業実施‼

●年頭のごあいさつ
●キャリアシップ事業
●小地域ネットワーク推進事業（後期）
●居宅介護支援事業所
●訪問介護事業所

●児童デイサービス事業所
●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
●利府町老人クラブ連合会
●インフォメーション
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