
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 前期

この事業は、地域のボランティアの皆さんが企画して活動しています。
社会福祉協議会では、ボランティア友の会と連携して、町民の皆様から頂いた会費の一部をこの
事業に助成しています。各地域での取り組みをご紹介いたします。
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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
●生活支援体制整備事業
●児童デイサービスセンター「すきっぷ」
●中央地域包括支援センター
●福祉団体の活動紹介

●インフォメーション
●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
●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。

第23回宮城県身体障害者仙台地方連絡協議会体育大会
「優勝・８連覇達成」

7月10日、青山小学
校3学年児童と保護者
を対象に、キャップハ
ンディ体験学習を行い
ました。
約100名の方が参加
し、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。

キ ャ ッ プ ハ ン デ ィ 体 験 学 習

オープンスクールの
行事と連携して開催し
ました。
町制施行50周年出前講
座、ゲーム大会。

浜　田　地　区

大盛況で楽しんで頂きました。
マジックショー、カラオケタイム
（踊りあり）。

野 中 一 部 地 区

7名の方が初めて参加されました。
民話、ハーモニカの演奏、マジック
ショー。

仲町・東町・藤田地区

ボランティアのメンバー集
合しました。
寸劇を交えての認知症講話。

野 中 二 部 地 区

●匿名 様（しらかし台） …………………………　3,000円
●鈴木とり 様

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

特 別 会 員
社　会　福　祉　の　た　め
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生活支援コーディネーターが町内各地域で開催され
ている「支え合い活動」（サロン活動やお茶飲み会、
見守り活動や自主的な介護予防活動、住民同士の生活
支援等の取り組み）にお伺いしております！
「いつまでも元気に安心して暮らせる地域づくり」

を行う主役は、住民皆様です！

「放課後等デイサービス」では、学校通学中の障がい児
の放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向
上のための生活訓練等を継続的に提供し、障がい児の自
立促進を図るとともに、放課後等の居場所づくりを行っ
ています。
休み期間は午前中から登所し、社会見学でドライブへ

出たり、晴れた日にはプールに入り身体を動かし、屋内
活動ではルールを守りながらニュースポーツを皆で楽
しみながら過ごしました。

生活支援体制整備事業

さ さ え あ え る
づ
くり

地 域
「私たちの集まりに是非！」
というお声があれば
喜んでお伺いします！
記事掲載も賜ります。

利府町社会福祉協議会
電話：022-356-9060
生活支援コーディネーター

地域づくりを
応援します！

児童デイサービ
スセンター

児童デイサービ
スセンター児童デイサービ
スセンター

児童デイサービ
スセンター

自主的な介護予防の取り組み

お茶飲み会でお話

集いで脳トレ

連絡先

すきっぷすきっぷすきっぷすきっぷ

赤い羽根共同募金に
ご協力お願い致します。

赤い羽根募金運動は、毎年10月1日から全国一斉に行われます。
皆様からお寄せいただいた募金は、地域の福祉事業や災害準備金とし
て積立てられます。
また大規模災害においては県内外を超えた支援に活用されます。
あたたかいご支援、よろしくお願い申し上げます。

利府町保健福祉センター内にて営業しております
「障害者相談支援事業所ひまわり」と「障害者地域
活動支援センター」の直通電話が開設されましたの
でお知らせいたします。

利府町障害者相談支援事業所・障害者地域活動支援センター
連絡先変更のお知らせ

利府町障害者相談支援事業所・障害者地域活動支援センター
連絡先変更のお知らせ

興味のある方、一度覗いてみませんか。
私たちは、利府町手話奉仕員が土台となって手話
サークル活動を行っています。手話をコミュニケー
ション手段にしている、地域の聴覚障害者の方々から
手話を学び、会話を楽しみながら交流しています。
お気軽にお越しください。お待ちしております。

手話サークル リーフ手話サークル リーフ手話サークル リーフ手話サークル リーフ

●代　　表／和田　恭介
●活 動 日／毎月第2・第4水曜日
●活動時間／19：00～21：00

●活動場所／利府町生涯学習センター・ミーティングルーム
●問い合わせ先／TEL 022－356－9060　
　利府町身体障害者福祉協会事務局（利府町社会福祉協議会内）

り ふ長音

●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9月26日（火）・10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

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

022－354－1556　　　　　　022－349－5608電　話

E-mail

ＦＡＸ

rifushakyo-himawari@athena.ocn.ne.jp
※これまでの電話も引き続きご利用いただけます。

第 123 号 社　協　だ　よ　り 平成29年9月8日 ２第 123 号社　協　だ　よ　り平成29年9月8日５



利府町中央地域包括支援センター（353ー7322）問い合わせ先

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

8月4日（金）、自宅で介護を行う家族の方々等
を対象に、介護を行う家族のつどいを開催いたしま
した。
当日は、仙台市にあるサービス付き高齢者向け住
宅「メディケアホーム岩切」を視察し、施設の役割
を学びました。
参加者から「実
際に見て聞いて、
とても参考になっ
た。」と好評いた
だきました。

みんなで「利府音頭 de 健康体操」をしましょう！
このたび、利府町中央地域包括支援センターでは、介護予防に楽しく取り組めるよう「ご当地
健康体操」をボランティア友の会関係団体の協力により作製致しました。
この健康体操は、利府音頭の軽快なリズムに合わせて、健康運動指導士の先生が考案した振り
付けで、全身のあらゆる動きを取り入れた高齢者向けの体操になっており、体力向上や転倒予防
など様々な効果があり、立っても座ってもできる気軽な体操になっております。
地域のサロンやサークル等身近な場所で体操ができるようＤＶＤになっておりますので、ご興
味のある方は、中央地域包括支援センターまでお問い合わせください。

腕と足を上げてハッスル×2！ ＤＶＤを見ながら体操しよう。

「介護を行う家族のつどい」
を行いました。

「介護を行う家族のつどい」
を行いました。

男性介護者のつどい
～「俺」の料理教室pt４～

参加者
募集！

「料理の腕を上げたい！」と思っている男性
介護者の皆さん。簡単、美味しい、ちょこっと
「幸せ」なご飯づくりを一緒に体験してみませ
んか？この機会に、男同士で交流を図り、簡単
調理を覚えましょう！

日　程 ： 10月20日（金）
時　間 ： 午前11時～午後1時
場　所 ： 利府町保健福祉センター
定　員 ： 15名（先着）
受講料 ： 300円

利府町ボランティア友の会

理事移動研修会理事移動研修会

利府町身体障害者福祉協会

7月5日(水)総勢35名で、岩手・宮城内陸沖地震の震源地となった栗駒山麓ジオパークを見学しました。
現地ガイドの案内で、当時のままの現場を歩きながら地滑りや崩落の仕組みを学びました。あらためて、災
害の備えの大切さを感じた研修会となりました。

8月2日(水)松島中学校を会場に、宮城
県身体障害者仙台地方連絡協議会体育大会
が開催されました。23回目となる大会で、
見事8連覇を達成することができました。
8市町村が参加し二位との点差はわずか

に2点、優勝の喜びも大きい大会になりま
した。

仙台地方連絡協議会
体　育　大　会

仙台地方連絡協議会
体　育　大　会

8月9日(水)石巻市にある、通所介護
（デイサービス）めだかの学校を見学し
ました。
当日は小規模多機能型サテライト事業
所や地域活動支援センター他、グループ
関連施設も見学させていただき、参加者
はアットホームな雰囲気の中で研修会を
行うことができました。

教養視察研修会教養視察研修会

第 123 号 社　協　だ　よ　り 平成29年9月8日 ４第 123 号社　協　だ　よ　り平成29年9月8日３
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第23回宮城県身体障害者仙台地方連絡協議会体育大会
「優勝・８連覇達成」

7月10日、青山小学
校3学年児童と保護者
を対象に、キャップハ
ンディ体験学習を行い
ました。
約100名の方が参加
し、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。

キ ャ ッ プ ハ ン デ ィ 体 験 学 習

オープンスクールの
行事と連携して開催し
ました。
町制施行50周年出前講
座、ゲーム大会。

浜　田　地　区

大盛況で楽しんで頂きました。
マジックショー、カラオケタイム
（踊りあり）。

野 中 一 部 地 区

7名の方が初めて参加されました。
民話、ハーモニカの演奏、マジック
ショー。

仲町・東町・藤田地区

ボランティアのメンバー集
合しました。
寸劇を交えての認知症講話。

野 中 二 部 地 区

●匿名 様（しらかし台） …………………………　3,000円
●鈴木とり 様

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

特 別 会 員
社　会　福　祉　の　た　め

第 123 号 社　協　だ　よ　り 平成29年9月8日 ６
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