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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。

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談

●日程…令和元年９月17日（火）・
　　　　10月29日（火）・11月26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

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

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。

生活相談所開設のお知らせ

《 相談は無料・秘密厳守で行います。》

●匿名 様（町内）
●町加瀬町内会 第七班及び第八班（町加瀬）

…………………………… 10,000円
… 6,788円

………………………… おむつ多数
…………… 毛糸・布多数

……………… 毛糸・タオル他多数

●匿名 様（町加瀬）
●佐藤 イナヨ 様（青葉台）
●水野 様（神谷沢）

社会福祉
のため

物品寄付

第25回 宮城県身体障害者仙台地方連絡協議会体育大会第25回 宮城県身体障害者仙台地方連絡協議会体育大会
10 連 覇 達 成 !!10 連 覇 達 成 !!

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

福祉施設ボランティア募集

介護老人福祉施設十符・風の音
●住　　所：利府町葉山１丁目53

●電　　話：022-767-3661（担当：長岡）

●活動内容：売店ボランティア
　　　　　 （園内設置の売店にてレジ打ち、
　　　　　　販売など）

●活動時間：平日の11時～17時（要相談）

●活動頻度：週１回から（要相談）

●備　　考：年齢・性別問いません。
　　　　　　施設利用者様だけでなく、    
　　　　　　地域のお子様も利用されます。

●住　　所：利府町利府八幡崎63-１
　　　　　 （宮城県立利府支援学校前）

●電　　話：022-290-3567（担当：川崎）

●活動内容：通所未就学児の
　　　　　　兄弟（赤ちゃん）の遊び相手。
　　　　　 （オムツ交換、食事介助など）

●活動時間：10時～13時30分（要相談）

●活動頻度：要相談（活動依頼も不定期です）

●備　　考：明るく元気な方。（学生も可）
　　　　　　年齢・資格は問いません。
　　　　　　１回1,000円の謝礼有。

利府こども発達センター

●㈲渡辺自動車 様　　●㈲チョーリ 様
●一般財団法人花園まちづくり記念財団 様
●㈱白壽殿 様　　　　●北日本印刷㈱ 様
●坂田　善夫 様　　　●鈴木　とり 様
●㈱ごんきや 様　　　●欅産業㈱ 様

特 別

会 員

●キャップハンディ体験学習
●小地域ネットワーク推進事業
●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
●赤い羽根共同募金
●福祉施設ボランティア募集

●生活相談所開設のお知らせ
●特別会員
●あたたかい善意
　ありがとうございます
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●ハーバーハウスかなめ
●利府町役場
●東北大蔵電気㈱
●シーレックス㈱東北第一工場
●利府町社会福祉協議会

キャップハンディ体験

７月11日、青山小学校３学
年児童と保護者を対象に、
キャップハンディ体験を行いま
した。白杖や車椅子体験を通し
て、身体の不自由な方々の立場
に立って考えることの大切さを
学びました。

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、保健福祉センターなど13箇
所で開催されました。11月にも行われますので、多くのご参加をお待ちしています。

小地域ネットワーク推進事業小地域ネットワーク推進事業

利府町中央地域包括支援センターの協力のも
と、「いきいき百歳体操」を行いました。
適度な負荷をかけながら、週に１回継続して行
うことが必要だと学びました。

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、宮城県内の地域福祉事業に活用される
ほか、大規模災害における被災地支援に役立てられます。
これから、町内のイベント等で募金活動を行います。同
時に、町内会を通じて、募金のPR及びご協力をお願いして
まいります。
みなさまのあたたかいご支援宜しくお願い申し上げます。

各町内会で使用して
いるテントや社協で貸
出している車椅子等で
赤い羽根募金が活用さ
れています。

春日二部・須賀＠保健福祉センター

ミニカールや座布団ビンゴなどのレクリエー
ション活動を行いました。
年齢や性別を問わず、参加者の皆さんと親睦交
流を深めることが出来ました。

神谷沢＠神谷沢コミュニティセンター

利府町北部地域包括支援センターの講話後、軽
体操、脳トレを行いました。参加者の皆さんと楽
しい時間を過ごすことが出来ました。

青山＠保健福祉センター

利府町中央地域包括支援センターの職員より、
介護予防について講話をいただきました。
身体を動かすだけでなく、近所でお茶会をする
ことも結果的に介護予防につながっていると学び
ました。

仲町・東町・藤田＠森の郷

赤い羽根共同募金に
ご協力お願い致します

地域の支え合いを
　　教えてください！

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まで

募
金
箱
型
自
動
販
売
機

生
活支
援コーディネーターが

 生
活支
援コーディネーターが

 “
支
え

合
い”を探しに地域を回

って
い

ま
す
！

“
支
え

合
い”を探しに地域を回

って
い

ま
す
！

第 133 号 社　協　だ　よ　り 令和元年９月13日 ２第 133 号社　協　だ　よ　り令和元年９月13日５



8月1日に第25回宮城県身体障害者仙台地方
連絡協議会体育大会が亘理町で開催されまし
た。輪投げやフライングディスクなど計7種目
で競い合い、利府町はみごと優勝。10連覇を
達成しました。

８月21日に気仙沼市にある障害者就労継続
支援施設「幸町ブランチ」を見学しました。
昆布加工作業や魚箱を組立てる作業等、元気
に取組んでいる姿が印象的でした。また、天
候にも恵まれ、足を延ばして気仙沼大島大橋
を歩いて渡ってきました。

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

利府町ボランティア友の会

利府町身体障がい者福祉協会利府町身体障がい者福祉協会利府町身体障がい者福祉協会利府町身体障がい者福祉協会

私たちの会は、地域福祉ボランティアとして、利府町内の見守りや支援を必要としている方々を
支える活動を目的に昭和61年に発足し、現在195名で活動しています。
近年は、町内会や地域団体の事業への協力等、活動の幅を広げて地域のお役に立てることを目指

して頑張っています。
随時、会員を募集していますので、いつでもお問い合わせください。

主にこんな活動をしています
●主催事業
　総会、理事会、班長会、移動研修会、新春のつどい
●共催事業
　小地域ネットワーク推進事業（招待昼食会等）
●協力、共催事業
　コーヒーショップ｢ペア・パル｣､老人福祉大会
　グラウンド・ゴルフ大会、他
●参加事業
　十符の里･利府フェスティバル、ボランティア
　広域ネットワーク関連事業　他

利府町ボランティア友の会事務局（利府町社会福祉協議会内）
TEL  022- 356-9060    FAX  022-356-9225

お問い合わせ先

介護予防
講演会の
ご案内

「もしも自分が、家族が、
　　　  認知症になったら」

日　時 令和元年11月15日（金） 13:30～
場　所 利府町保健福祉センター大ホール

持ち物 筆記用具
参　加 無　料

申　込 11月8日（金）まで下記へ。

　公益社団法人「認知症の人と
家族の会」宮城県支部より講師
をお招きし、認知症に関する事
例や支援方法、認知症になって
も安心して暮らせること等に
ついてお話いただきます。

■主　催：利府町中央地域包括支援センター ／ 利府町北部地域包括支援センター
■連絡先：中央（022-353-7322）／ 北部（022-767-7677）

●10/ 9 （水） 神谷沢コミセン
●10/24（木） 菅谷公民館
●11/ 7 （木） 須賀集会所
●11/20（水） 野中一部公民館

※いずれも時間は午前10時～
　午前11時30分です。
※参加費は無料です。

●10/ 1 （火）
●10/29（火）
●11/12（火）
●11/26（火）

※十符の里プラザ文化ホール
※いずれも時間は午前10時30分
　～午前11時30分です。
※参加費は無料です。
※お申込みは不要です。
※動き易い服装及び靴、飲み物等
　の準備をお願いします。

●９/26（木） 
　保健福祉センター介護教育室
●10/23（水） 
　保健福祉センター介護教育室
●11/27（水） 
　保健福祉センター介護教育室

※いずれも時間は午前10時～
　午前11時30分です。
※参加費は無料です。

令和元年8月8日（木）、保健福祉センターを会場に、
「認知症サポーター養成講座」を実施し、参加者同士で
サポーターの役割を学び合いました。また同22日（木）
には、ステップアップ講座も開催し、より一層理解を深
める研修の場となりました。

認知症サポーター養成講座を開催しました！

出張相談出張相談 ちょこっと
貯筋体操
ちょこっと
貯筋体操カフェなし

畑
カフェなし

畑
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ことも結果的に介護予防につながっていると学び
ました。

仲町・東町・藤田＠森の郷

赤い羽根共同募金に
ご協力お願い致します

地域の支え合いを
　　教えてください！

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まで
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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。

●内容…生活相談全般・障害者相談・
　　　　人権相談・行政相談

●日程…令和元年９月17日（火）・
　　　　10月29日（火）・11月26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

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

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。

生活相談所開設のお知らせ

《 相談は無料・秘密厳守で行います。》

●匿名 様（町内）
●町加瀬町内会 第七班及び第八班（町加瀬）

…………………………… 10,000円
… 6,788円

………………………… おむつ多数
…………… 毛糸・布多数

……………… 毛糸・タオル他多数

●匿名 様（町加瀬）
●佐藤 イナヨ 様（青葉台）
●水野 様（神谷沢）

社会福祉
のため

物品寄付

第25回 宮城県身体障害者仙台地方連絡協議会体育大会第25回 宮城県身体障害者仙台地方連絡協議会体育大会
10 連 覇 達 成 !!10 連 覇 達 成 !!

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

福祉施設ボランティア募集

介護老人福祉施設十符・風の音
●住　　所：利府町葉山１丁目53

●電　　話：022-767-3661（担当：長岡）

●活動内容：売店ボランティア
　　　　　 （園内設置の売店にてレジ打ち、
　　　　　　販売など）

●活動時間：平日の11時～17時（要相談）

●活動頻度：週１回から（要相談）

●備　　考：年齢・性別問いません。
　　　　　　施設利用者様だけでなく、    
　　　　　　地域のお子様も利用されます。

●住　　所：利府町利府八幡崎63-１
　　　　　 （宮城県立利府支援学校前）

●電　　話：022-290-3567（担当：川崎）

●活動内容：通所未就学児の
　　　　　　兄弟（赤ちゃん）の遊び相手。
　　　　　 （オムツ交換、食事介助など）

●活動時間：10時～13時30分（要相談）

●活動頻度：要相談（活動依頼も不定期です）

●備　　考：明るく元気な方。（学生も可）
　　　　　　年齢・資格は問いません。
　　　　　　１回1,000円の謝礼有。

利府こども発達センター

●㈲渡辺自動車 様　　●㈲チョーリ 様
●一般財団法人花園まちづくり記念財団 様
●㈱白壽殿 様　　　　●北日本印刷㈱ 様
●坂田　善夫 様　　　●鈴木　とり 様
●㈱ごんきや 様　　　●欅産業㈱ 様

特 別

会 員

●キャップハンディ体験学習
●小地域ネットワーク推進事業
●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
●赤い羽根共同募金
●福祉施設ボランティア募集

●生活相談所開設のお知らせ
●特別会員
●あたたかい善意
　ありがとうございます

第 133 号 社　協　だ　よ　り 令和元年９月13日 ６
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