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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
●中央地域包括支援センター
●ボランティアセンター
●赤い羽根共同募金運動
●福祉団体の活動紹介

●インフォメーション
●「地区社協」事業
●キャップハンディ体験学習
●あたたかい善意ありがとうございます

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。

「地区社協」事業
菅谷二部地区では、子どもからお年寄りまで親睦が図れるよう、昔ながらの

餅つき大会を行いました。（平成29年10月29日）

●匿　名 様（仲町）  ……………………………………………………………   5,000円
●みちのくフリーマーケット 様（名取市） ……………………………………  5,000円
●匿　名 様（しらかし台）  ………………………………………………………  3,000円

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

９月28日、しらかし台小学校４学年総合的な学
習の一環として、キャップハンディ体験学習を行
いました。白杖や車椅子について、しっかり事前
学習を行い、体験を通して身体の不自由な方々の
立場にたって考えることの大切さを学びました。

各地区で取り組んでいる、自主防災訓練に参加させていただきました。
訓練では、避難時に身体の不自由な方の移動手段として、車いすの基本操作や屋外で使用する場合
の注意点などを体験しながら学ぶ機会になりました。

キ ャ ッ プ ハ ン デ ィ 体 験 学 習

町内会の防災訓練に「りふ社協」も参加しています。町内会の防災訓練に「りふ社協」も参加しています。町内会の防災訓練に「りふ社協」も参加しています。町内会の防災訓練に「りふ社協」も参加しています。

花園町内会　花園３号公園 青山町内会　青山小学校 皆の丘町内会　皆の丘公園

社会福祉
のため

健康増進と親睦交流を図るためグ
ラウンド・ゴルフ大会を行いました。
ホールインワンが出るたび歓声が

あがり、和やかな競技となりました。

「地区社協」事業「地区社協」事業
町加瀬地区

●９月10日（日）
●モリリン加瀬沼公園

子供向けのゲームコーナーや
ハーモニカの演奏など、参加者
は芋煮鍋を食べながら楽しみま
した。

仲 町 地 区
●10月14日（土）
●利府駅前3号公園

当日は、雨のためグラウン
ド・ゴルフが中止になりました
が、おいしい芋煮と抽選会で盛
り上がりました。

東 町 地 区
●10月22日（日）
●森の郷
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●内　容／生活相談全般・障害者相談・人権相談・行政相談
●日　程／平成29年11月28日（火）・12月26日（火）
　　　　　平成30年１月23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
のお手伝いをいたします。

生活相談のお知らせ

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からのお知らせ

“利府町のご当地健康体操”の「利府音頭ｄｅ健康体操」が町内各地で広まっています。
今回は「青山ダンベル」での体操の様子を紹介します。青山２丁目集会所を会場に、地域の方が

集まって玄米ダンベル体操を行うと共に、介護予防体操の一つとして「利府音頭ｄｅ健康体操」を
取り入れております。参加者の体調に合わ
せて、椅子に座って体操をするなど無理な
く取り組めるよう配慮されています。
この体操は、身近な場所で気軽に体が

動かせるリズム体操になっております。
ご興味のある方は、お問い合わせください。

「ふれあいオープンスクール」は小学校の空教室や地域の集会所を
利用し、高齢者の方を対象に、サポーターが中心となってレクリエー
ション等を行っています。
今回は、野中一部の活動を紹介します。野中一部公民館を会場にサ

ポーターさんが中心となって、タオル体操を行ったり、利府町の職員
による、利府の歴史を学ぶミニ講座を開催するなど盛り沢山の内容で
した。
今後も、町内の様々な地域で行われているふれあいオープンスクー

ルを紹介していきます。

絶賛拡大中！「利府音頭ｄｅ健康体操」で介護予防！絶賛拡大中！「利府音頭ｄｅ健康体操」で介護予防！

「ふれあいオープンスクール」
に参加しよう！

「ふれあいオープンスクール」
に参加しよう！

「ふれあいオープンスクール」
に参加しよう！

「ふれあいオープンスクール」
に参加しよう！

地域を
元気に!
地域を
元気に!

みんなで踊ると楽しいよ。 座ってもハッスル！

利府の歴史を勉強中！

タオル体操１・２・３♪

 10月のお元気サロンは、株式会社 清月記より成田実千代様にお越しいただき、これからの
“終活”に役立つ「エンディングノート」について、活用術や書き方等の基本を学ぶ　ミニ講座を
行いました。参加者にはエンディングノートのプレゼントがあり、「まだまだ先の事ではなく、
心構えが必要なんだと思いました。」と参加された皆様
より好評をいただきました。
お元気サロンでは、今後も様々な企画をご用意して

おります。
参加を希望される方は中央地域包括支援センターま

でお問い合わせください。

いきいきシニアのお元気サロン ～“エンディングノート”の巻～～“エンディングノート”の巻～～“エンディングノート”の巻～～“エンディングノート”の巻～

利府町社会福祉協議会　指定訪問介護事業所　〒 891-0104　利府町中央2丁目11-1
℡ 022-356-9060  fax 022-356-9225 　担当　笛

傾聴ボランティア養成講座募集

●日　時　平成30年２月２日（金）・９日（金）・16日（金）
　　　　　10時から15時まで
●場　所　利府町  生涯学習センター  ミーティングルーム３
●講　師　仙台傾聴の会会長　森山英子氏
●内　容　１日目　午前　よい聞き手になるために・傾聴の３本柱
　　　　　　　　　午後　ロールプレイング（２人組）
　　　　　２日目　午前　ロールプレイングとは
　　　　　　　　　午後　事例を使ってのロールプレイング（３人組）
　　　　　３日目　午前　認知症の方への傾聴
　　　　　　　　　午後　被災者支援の傾聴とロールプレイング・
　　　　　　　　　　　　まとめ

●参加費　300円（テキスト代）　※昼食をご持参ください
●主　催　傾聴ボランティアグループ「梨～風」
●後　援　利府町社会福祉協議会
●対　象　傾聴に関心がある利府町にお住まいの方で、
　　　　　全３回受講できる方・定員30名
●申し込み締め切り　12月15日（金）
●お問い合わせ・お申込み
　　　　　傾聴ボランティアグループ「梨～風」
　　　　　代 表　石　川　佳代子
　　　　　携 帯　090-9749-7782
　　　　　FAX　022-356-7018

り ふ

り ふ

「傾聴」とは、相手の方の心に寄り添いながらお話しをお聴きする活動です。
今回、利府町で２回目となる初級講座を開催いたします。家庭や職場、ご近所づきあい、地域の活動など
様々な場面で生かすことができますので、一緒に学びませんか？

訪訪 問問 介介 護護 スス タタ ッッ フフ 募募 集集
■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。

利府町中央地域包括支援センター（353ー7322）問い合わせ先

50歳以上
多数
活躍中！

※受講された方には、修了証を発行致します。
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利府町手をつなぐ親の会は、心身に障がいを抱える方々の保護者で構成されている福祉団体です。
会員相互の親睦を深める交流イベント、障がい者施策に関する研修会、行政との話し合いや会報の発行な
ど地域社会への理解を推進する活動を行っています。
地域での生活や、障害についての話をしてみませんか？
興味がある方は、お気軽にお問合せ下さい。

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
今年も東北福祉大学の学生４名の実習を受け入
れました。
実習生は、３日間「居宅介護実習」として介護
サービスを利用している方のご自宅を訪問し援助
技術を学びました。
ご利用者様には、将来有望な福祉の担い手を快
く受け入れていただき、ありがとうございました。

ボランティアセンター

安心してイベントを楽しんでください安心してイベントを楽しんでください
10月８日（日）「十符の里‐利府」フェスティバルに、セーフティルームを設置し活動に参加しました。
この活動は、毎年実行委員会からの依頼により利府町社会福祉協議会が設置している福祉休憩所です。当
日は、車椅子の貸し出しや乳幼児のオムツ交換等のスペースとして利用して頂きました。　
本年度は、同じエリアに福祉団体の皆様も出展参加し、活動の取り組みをＰＲしていました。

赤い羽根
共同募金運動
赤い羽根
共同募金運動
赤い羽根

共同募金運動
赤い羽根

共同募金運動
今年も町内３カ所のイベントで募金活動を行いました。
各会場で多くの方々から寄せられた募金は、町内の福

祉事業、被災地おける児童施設、団体への絵本や児童書
整備等に活用されます。
あたたかい励ましの言葉と、募金のご協力に感謝申し

上げます。
利府町内のイベントで
ご協力をいただきました。
利府町内のイベントで
ご協力をいただきました。

「梨まつり」イオン利府店
「十符の里－利府」フェスティバル

グランディ21
「新幹線車両基地まつり」
新幹線総合車両センター

10月20日（金）、青葉台一丁目集会所と
春日二部集会所を会場に、町内会のご協力の
もと生活相談を実施いたしました。
「出張」生活相談所の設置は、毎月開設

している生活相談の他により身近な場所で暮
らしのお悩みや心配ごとの相談が行えるよ
う、専門の相談員を配置した相談所です。

「出張」生活相談所

利府町手をつなぐ親の会利府町手をつなぐ親の会

問合せ先　利府町障害者地域活動支援センター
　　　　　022－354－1556

「十符の里‐利府」フェスティバルでは、多く
の方におこしいただきありがとうございます。

県大会では、これまでの功績をたたえ
太田百合子さん（写真右）が表彰を受けました。

研修で矢本愛育会様の「ぎんの星」等の施設
を見学させていただきました。

利府町あけぼの会
会員を募集しています!!
利府町精神障害者家族会「あけぼの会」は、精

神障がい者の生活の安定と福祉の増進を図ることを
目的に活動している団体です。
福祉サービスなどの勉強や病気への理解を深め

る研修会、会員同士の交流や情報交換の定例会、楽
しいレクリエーション行事などを行っています。
同じ悩みをもち誰にも相談できずに孤立してい

る町内在住の家族が沢山おられると思います。こう
した家族に対し、同じ立場の家族として相談にのり、
情報を用いて家族会で検討させて頂きます。活動に
興味がある方々のご参加をお待ちしております。

問合せ先　利府町障害者地域活動支援センター
022－354－1556

レクリエーション「ニュースポーツ」

研修 社会福祉法人「共生の森」様
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ション等を行っています。
今回は、野中一部の活動を紹介します。野中一部公民館を会場にサ

ポーターさんが中心となって、タオル体操を行ったり、利府町の職員
による、利府の歴史を学ぶミニ講座を開催するなど盛り沢山の内容で
した。
今後も、町内の様々な地域で行われているふれあいオープンスクー

ルを紹介していきます。

絶賛拡大中！「利府音頭ｄｅ健康体操」で介護予防！絶賛拡大中！「利府音頭ｄｅ健康体操」で介護予防！

「ふれあいオープンスクール」
に参加しよう！

「ふれあいオープンスクール」
に参加しよう！

「ふれあいオープンスクール」
に参加しよう！

「ふれあいオープンスクール」
に参加しよう！

地域を
元気に!
地域を
元気に!

みんなで踊ると楽しいよ。 座ってもハッスル！

利府の歴史を勉強中！

タオル体操１・２・３♪

 10月のお元気サロンは、株式会社 清月記より成田実千代様にお越しいただき、これからの
“終活”に役立つ「エンディングノート」について、活用術や書き方等の基本を学ぶ　ミニ講座を
行いました。参加者にはエンディングノートのプレゼントがあり、「まだまだ先の事ではなく、
心構えが必要なんだと思いました。」と参加された皆様
より好評をいただきました。
お元気サロンでは、今後も様々な企画をご用意して

おります。
参加を希望される方は中央地域包括支援センターま

でお問い合わせください。

いきいきシニアのお元気サロン ～“エンディングノート”の巻～～“エンディングノート”の巻～～“エンディングノート”の巻～～“エンディングノート”の巻～

利府町社会福祉協議会　指定訪問介護事業所　〒 891-0104　利府町中央2丁目11-1
℡ 022-356-9060  fax 022-356-9225 　担当　笛

傾聴ボランティア養成講座募集

●日　時　平成30年２月２日（金）・９日（金）・16日（金）
　　　　　10時から15時まで
●場　所　利府町  生涯学習センター  ミーティングルーム３
●講　師　仙台傾聴の会会長　森山英子氏
●内　容　１日目　午前　よい聞き手になるために・傾聴の３本柱
　　　　　　　　　午後　ロールプレイング（２人組）
　　　　　２日目　午前　ロールプレイングとは
　　　　　　　　　午後　事例を使ってのロールプレイング（３人組）
　　　　　３日目　午前　認知症の方への傾聴
　　　　　　　　　午後　被災者支援の傾聴とロールプレイング・
　　　　　　　　　　　　まとめ

●参加費　300円（テキスト代）　※昼食をご持参ください
●主　催　傾聴ボランティアグループ「梨～風」
●後　援　利府町社会福祉協議会
●対　象　傾聴に関心がある利府町にお住まいの方で、
　　　　　全３回受講できる方・定員30名
●申し込み締め切り　12月15日（金）
●お問い合わせ・お申込み
　　　　　傾聴ボランティアグループ「梨～風」
　　　　　代 表　石　川　佳代子
　　　　　携 帯　090-9749-7782
　　　　　FAX　022-356-7018

り ふ

り ふ

「傾聴」とは、相手の方の心に寄り添いながらお話しをお聴きする活動です。
今回、利府町で２回目となる初級講座を開催いたします。家庭や職場、ご近所づきあい、地域の活動など
様々な場面で生かすことができますので、一緒に学びませんか？

訪訪 問問 介介 護護 スス タタ ッッ フフ 募募 集集
■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。

利府町中央地域包括支援センター（353ー7322）問い合わせ先

50歳以上
多数
活躍中！

※受講された方には、修了証を発行致します。
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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
●中央地域包括支援センター
●ボランティアセンター
●赤い羽根共同募金運動
●福祉団体の活動紹介

●インフォメーション
●「地区社協」事業
●キャップハンディ体験学習
●あたたかい善意ありがとうございます

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。

「地区社協」事業
菅谷二部地区では、子どもからお年寄りまで親睦が図れるよう、昔ながらの

餅つき大会を行いました。（平成29年10月29日）

●匿　名 様（仲町）  ……………………………………………………………   5,000円
●みちのくフリーマーケット 様（名取市） ……………………………………  5,000円
●匿　名 様（しらかし台）  ………………………………………………………  3,000円

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

９月28日、しらかし台小学校４学年総合的な学
習の一環として、キャップハンディ体験学習を行
いました。白杖や車椅子について、しっかり事前
学習を行い、体験を通して身体の不自由な方々の
立場にたって考えることの大切さを学びました。

各地区で取り組んでいる、自主防災訓練に参加させていただきました。
訓練では、避難時に身体の不自由な方の移動手段として、車いすの基本操作や屋外で使用する場合
の注意点などを体験しながら学ぶ機会になりました。

キ ャ ッ プ ハ ン デ ィ 体 験 学 習

町内会の防災訓練に「りふ社協」も参加しています。町内会の防災訓練に「りふ社協」も参加しています。町内会の防災訓練に「りふ社協」も参加しています。町内会の防災訓練に「りふ社協」も参加しています。

花園町内会　花園３号公園 青山町内会　青山小学校 皆の丘町内会　皆の丘公園

社会福祉
のため

健康増進と親睦交流を図るためグ
ラウンド・ゴルフ大会を行いました。
ホールインワンが出るたび歓声が

あがり、和やかな競技となりました。

「地区社協」事業「地区社協」事業
町加瀬地区

●９月10日（日）
●モリリン加瀬沼公園

子供向けのゲームコーナーや
ハーモニカの演奏など、参加者
は芋煮鍋を食べながら楽しみま
した。

仲 町 地 区
●10月14日（土）
●利府駅前3号公園

当日は、雨のためグラウン
ド・ゴルフが中止になりました
が、おいしい芋煮と抽選会で盛
り上がりました。

東 町 地 区
●10月22日（日）
●森の郷

第 124 号 社　協　だ　よ　り 平成29年11月10日 ６




