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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
●年頭のごあいさつ
●宮城県社会福祉大会
●小地域ネットワーク事業
 （後期）
●キャリアシップ事業

●児童デイサービスセンター
　すきっぷ
●居宅介護支援事業所
●利府町中央地域包括支援センター
●利府町ボランティア友の会

●利府町老人クラブ連合会
●生活支援体制整備事業
●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

詳細については、P.３に掲載
キャリアシップ事業実施‼キャリアシップ事業実施‼

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。



あけましておめでとうございます。

昨年は、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、滞りなく業務を終えることが
できましたことを、心より感謝申し上げます。

さて、平成の30年間を振り返りますと、福祉・介護を取り巻く環境が大きく変革した時代だったと
思います。この間に、介護保険制度の新設、障害者総合支援制度の導入など、様々な社会福祉制度が整
備・確立されました。このこと自体は、とても良いことですが、その反面、地域のつながりの希薄化が
顕在化し、新たに複雑多様化した福祉課題が出てきたように思います。その課題解決のため、あらため
て「地域のつながり」の大切さが認識され、住民主体の地域活動への期待が、より一層高まってきてい
るように思います。
また、全国各地で大規模な自然災害が起こり、心を痛めることも多くありました。その中で、ボラン

ティアの活躍が認知され、必要性・重要性が高まってきました。
先の東日本大震災の時は、本会においても、災害ボランティアセンターを設置・運営し、町民の皆さ

ま方をはじめとしたボランティアのご協力をいただきながら被災者支援に取り組んで参りました。

本会は、このような時代の中で、町民の皆さまからの様々なご意見・ご要望を聴きながら、相談対応
から福祉・介護サービスの提供に至るまで、切れ目のない地域福祉事業や介護事業に取り組んでおります。
同時に、福祉の人材育成や支援を積極的に行い、本丸である地域福祉の推進については、町内会、地

域ボランティア、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」の実現に向けてなお一層の努力を重ね、事業に取り組んで参り
たいと思います。

結びになりますが、新たな年が町民皆さまにとって幸多き年になりますようお祈り申し上げますとと
もに、関係機関の益々のご活躍をご祈念申し上げ、年頭のあいさつといたします。

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

◆宮城県知事表彰
　　　　柳澤　茂子 様
◆宮城県社会福祉協議会会長表彰
　　　　板橋　健夫 様　　峯岸　悦子 様
◆宮城県民生委員児童委員協議会会長表彰
　　　　西條　尚子 様
◆宮城県共同募金会長感謝状
　　　　相澤久米治 様

宮城県社会福祉大会
第64回宮城県社会福祉大会が平成30年11月7日（水）仙台
サンプラザホールで盛大に開催されました。
利府町から5名の方々が表彰を受けました。
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利府町ボランティア友の会が中心となり、ふれあい・見守り・支え合い活動を実施しており
ます。昼食会や健康体操、ゲームや踊りを参加者で行い、楽しい時間を過ごしました。

11月12日から５日間職場体験学習として、利府中学校の2
学年生徒6名を受け入れ、地域支援事業や障害者施設での体
験、白杖や車椅子体験を行いました。
社協はどのような場所で、どういっ
た仕事をしているのかを理解するため
に来た生徒達は、5日間の職場体験を
とおし福祉に興味を持つことができた
様子でした。

平成30年12月13日（木）に、
株式会社エスタディオ様より、温
かいご寄付をいただきました。子
どもたちが笑顔になれる玩具やお
菓子の詰め合わせをいただき、感
謝申し上げます。いただいた品々
については、今後の施設活動に活
用させていただきます。

平成30年12月13日（木）に、
株式会社エスタディオ様より、温
かいご寄付をいただきました。子
どもたちが笑顔になれる玩具やお
菓子の詰め合わせをいただき、感
謝申し上げます。いただいた品々
については、今後の施設活動に活
用させていただきます。

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）

しらかし台地区しらかし台地区

●日時：12月8日（土）
●場所：しらかし台集会所
新年を迎える準備とし
て、門松作りを行いまし
た。参加者同士で協力し
ながら作業に取り組み、
世界に一つだけの門松が
出来あがりました。

春日一部地区春日一部地区

●日時：11月14日（水）
●場所：春日公民館
民話や民謡、マジック

ショーなどの活動を行い
ました。参加者全員で民
謡を歌ったり、マジック
を習ったりと、笑顔あふ
れる楽しい時間となりま
した。

神谷沢地区神谷沢地区

●日時：10月3日（水）
●場所：神谷沢コミュニ

ティセンター
軽運動や脳トレを行い約

30名が参加しました。特に
男性の参加者にはスカット
ボールが大人気でした。昼
食は参加者の方と一緒にカ
レーを作り大盛況でした。

菅谷二部地区菅谷二部地区

●日時：10月24日（水）
●場所：菅谷公民館
利府町中央地域包括支

援センターの協力のも
と、軽体操やレクリェー
ション活動を行いまし
た。笑顔で楽しく介護予
防に取り組みました。

キキ ャャ リリ アア シシ ッッ ププ 体体 験験 学学 習習

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
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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

利府町中央地域包括支援センター（353ー7322）利府町中央地域包括支援センター（353ー7322）問い合わせ先

シニアのちょこっと
貯筋体操のご案内
シニアのちょこっと
貯筋体操のご案内
シニアのちょこっと
貯筋体操のご案内
シニアのちょこっと
貯筋体操のご案内

出張相談のお知らせ出張相談のお知らせ出張相談のお知らせ出張相談のお知らせ

①２月15日（金）  春日二部集会所
②２月28日（木）  加瀬生活センター
③３月14日（木）  菅谷台３丁目集会所
④３月25日（月）  葉山いろり庵

日　程

10:00～11:30時　間

①2月１日（金）　
②2月15日（金）
③3月１日（金）
④3月15日（金）

日　程

10:30～11:30時　間

十符の里プラザ文化ホール場　所

「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。

地域包括支援センターは高齢者の相談窓口です。
お住まいの地域に出張いたします。

何かお困りのことがあればご相談ください。

電話や来所での相談以外に、必要に応じてご自宅にもご訪問します。
※しらかし台・花園・青山・青葉台・皆の丘にお住まいの方は、
　北部包括（767-7677）にご相談ください。

カフェ・なし畑のご案内カフェ・なし畑のご案内

日　程／①１月29日(火)　②２月26日(火)　③３月19日(火)
時　間／13：30～15：00
場　所／利府町保健福祉センター 介護教育室
内　容／認知症の相談、交流、脳トレ、講話など
対　象／認知症の方やご家族、

そのほか関心のある方
参加費／無　料

こんにちは‼ケアマネジャーです。こんにちは‼ケアマネジャーです。こんにちは‼ケアマネジャーです。こんにちは‼ケアマネジャーです。
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。
要介護認定を頂いた方が、その人らしい暮らしを続け

られるように、御一人御一人のご意向や病状、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。

※3/15のみ生涯学習センター3階
で実施します。
※運動しやすい服装と靴でご参加
ください。
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立ち話
情報交換、共有に！

軽体操
集うだけで健康増進に！

ゴミ出し
困っている人に少しお手伝い！

漬物の持ち寄り
日本特有のおすそ分け文化が
つながれるツールに！

問い合わせ先／利府町社会福祉協議会事務局　　022－356－9060

平成30年12月29日（土）に「爆笑！
明石家さんまのご長寿グランプリ2018」
のテレビ放送がありました。２回の予選
を突破し、宮城県を代表して神谷沢在住
の二階堂仂様（93歳）が出場しました。
懸命にクイズ
に答える姿に
お茶の間が思
わ ず 笑 顔 に
なったことと
思います。

地域での様々な取り組みが、
「互助」や「共助」につながり、顔
の見える関係が作られていきます。
左記は一例ですが、「地域づ
くり」による介護予防の推進
等に必要なことは、「介護の社
会化」ではなく「地域社会の
福祉化」です。

利府町ボランティア友の会利府町ボランティア友の会

利府町老人クラブ連合会利府町老人クラブ連合会

こんな取り組みも「支え合い」の一つです！こんな取り組みも「支え合い」の一つです！こんな取り組みも「支え合い」の一つです！こんな取り組みも「支え合い」の一つです！

地域の支え合いを
共に考えます！

電話：022-356-9060
生活支援コーディネーター

平成30年11月30日、会員30名の参加のもと、
日本盲導犬協会仙台訓練センター（スマイルワ
ン）と七ヶ宿ダムに視察見学に行ってきました。
盲導犬の役割と利府町の水道のほとんどを占めて
いる水源について、それぞれ学んできました。
本会は、このような研修を企画し、日ごろ、楽

しみながら地域活動をしています。一緒にボラン
ティア活動をしていただける会員を随時募集して
いますので、興味のある方は下記までお問い合わ
せください。

爆爆 笑笑！！ 明石家さんま
ご長寿グランプリ2018

現在、町内に20の単位老人クラブがあり、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、地域の集会所などを活用し
た、お茶飲み会など、会員同士
の交流を深めながら様々な活
動を行っています。
地域の仲間づくりが大きな

目的のひとつです。関心のある
方は下記までご連絡ください。

利府町老人クラブ連合会　事務局：利府町社会福祉協議会
住所：利府町中央2-11-1　  電話：022-356-9060

犬の散歩で良く会う人
顔の見える関係づくりに！

お茶飲み会
自分や地域のことを話す機会に！
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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

※相談は無料・秘密厳守で行います。

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。

●場所…利府町社会福祉協議会事務所

●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26日（火）
３月26日（火）

●時間…午前10時～午後３時まで

訪問介護スタッフ募集
•職　　種　ホームヘルパー

•雇用形態　パート（試用期間3ヶ月、勤務時間・曜日応相談）

•給　　与　時給 1,000円（試用期間800円）その他手当・雇用保険あり

•応募資格　介護職初任者研修（ヘルパー2級）以上
普通自動車免許

•申込方法　履歴書（6か月以内に撮影した写真を添付）を直接又は郵送で、提出してください。

運転ボランティア運転ボランティア運転ボランティア運転ボランティア

利府町社会福祉協議会では、移送サービ
スにご協力をいただける運転ボランティア
を募集しております。

募  集  中募  集  中募  集  中募  集  中

・普通一種自動車運転免許をお持ちの方。
・健康で、福祉活動に関心のある方。
・性別、年齢は問いません。

要　件

利府町社会福祉協議会　指定訪問介護事業所
〒981-0104  利府町中央二丁目11-1　TEL 022-356-9060 　担当：笛

イイ ンン フフ ォォ メメ ーー シシ ョョ ンン

●髙橋昭雄様（青山）・・・・・・・・・・・100，000円
●匿名様（町内）・・・・・・・・・・・・・・・・15，000円
●みちのくフリーマーケット協会様（町外）
　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5，000円

●匿名様（野中二部）・・・・・・・・・・・50，000円
●利府聖農保育園様（町内）・・・・・10，000円
●匿名様（菅谷一部）・・・・・・・・・・・・2，586円
●匿名様（青山）・・・・・・・・・・・・・・・30，000円

社会福祉
のため
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