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利府町社会福祉協議会では、ボランティア友の会の皆様と連携して、各地区でふれあい・見守り・支え合い・励まし助け合う活動を支援しています。利府町社会福祉協議会では、ボランティア友の会の皆様と連携して、各地区でふれあい・見守り・支え合い・励まし助け合う活動を支援しています。2017.7
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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
●会長就任あいさつ
●役員・顧問・評議員名簿
●平成28年度事業・収支決算報告
●社協会費の使いみち

●中央地域包括支援センター
●インフォメーション
●福祉事業・福祉団体活動紹介
●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。

小地域ネットワーク推進事業（春日一部公民館）
健康体操　イチ、ニ、サン、指のマッサージ

●匿名 様（しらかし台） ……………………………………   9,000円
●みちのくフリーマーケット 様（名取市） ………………  5,000円

●匿名 様 …………………………………………………… 衛生用品
●匿名 様（青　山） ………………………………………………  衣類
●野口良子 様（菅谷台） ……………………………… 介護用品・衣類
●菅原保子 様（花　園） ……………………………………　介護用品

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

花園、青山、青葉台、
しらかし台地区

利府町政策課の協力を得て、町政
施行50周年村から町へそして未
来に向けてをテーマに当時の写真
を見ながら楽しく学びました。

宮城県消費生活センターさんの
講座、消費者被害に遭わないよ
う寸劇を交えて学びました。
役者は、ボランティア友の会の
皆さんが演じてくれました。

春日二部、赤沼、須賀地区

利府町中央地域包括支援センターの「おきがる出張
講座」を利用して、認知症予防について寸劇やゲー
ムを交えて学びました。

町加瀬、大町、館地区

利府町障害者地域活動支援センター
この施設は、障がいを持たれている方々の日中活動を
支援するために、設置されています。主に、仲間作りを
行うサロンの場、楽しみながら作る創作活動、季節行事
や地域交流などのプログラム活動を提供しています。

※当センターでは、活動をサポートしていただけるボラ
ンティアを随時募集しておりますので、施設見学等の
お問合せは下記までお願い致します。

場所：利府町青葉台1‒32
（利府町保健福祉センター内）　

電話：022‒356‒1334（内線65）
役場庁舎内のコーヒー
ショップでも働いています

社会見学では博物館や動物
園へ行ってきました

6月18日（日）、利府第二小学校を会場に総合防災
訓練が実施されました。
社会福祉協議会では、災害時における災害ボラン

ティアセンターの活動を紹介しました。

利 府 町 総 合 防 災 訓 練利 府 町 総 合 防 災 訓 練利 府 町 総 合 防 災 訓 練利 府 町 総 合 防 災 訓 練
社会福祉のため

物品寄付

寄贈
ジャパンゴルフツアー選手会
より、スズキアルト1台が寄贈
されました。
宮里優作選
手会長のサ
イン入りで
す。
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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８月22日（火）・９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

イイ ンン フフ ォォ メメ ーー シシ ョョ ンン

利府町社会福祉協議会と宮城県社会福祉協議会
（総合相談センター）では、高齢者やそのご家族な
どを対象に法律に関する巡回相談を実施します。

高齢者の文化活動として、創作による作品の募集・展示を通して、
ふれあいと生きがいづくりの促進を目的とした活動です。

無料法律相談のお知らせ
弁護士による相続や財産、契約などの法律相談

です。秘密厳守

日  時 平成29年9月7日（木曜日）
10：00～正午／13：00～15：00

申  込 利府町社会福祉協議会　022－356－9060
※予約制でお一人当たりの相談時間は30分になります。
※予約数に限りがございます。
※平成29年9月1日（金）17：00までお電話にて予約願います。場  所 利府町社会福祉協議会事務所

無料 予約制

第25回宮城シニア美術展作品募集第25回宮城シニア美術展作品募集

利府町社会福祉協議会役員名簿

伊　藤　きよみ
宮　城　隆　雄
阿　部　次　雄
宮　城　健　一
岡　崎　昭　二
鈴　木　とみ子

会　　長
副 会 長
副 会 長
常務理事
理　　事
理　　事

学識経験者
民生委員児童委員協議会
老人クラブ連合会
学識経験者
行政区長会
ボランティア友の会

氏　　名役　職
1
2
3
4
5
6

№ 所　　　　属
峯　岸　悦　子
板　橋　健　夫
郷右近　義　光
好　井　まり子
小　松　　　梢
菅　井　百合子

理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事

婦人会
身体障害者福祉協会
商工会
手をつなぐ親の会
子ども会育成会連合会
保健福祉課長

氏　　名役　職
7
8
9
10
11
12

№ 所　　　　属

大　友　　　悟
福　島　悦　子

監　　事
監　　事

学識経験者
民生委員児童委員協議会

1
2

櫻　井　正　人
伊　藤　三　男

顧　　問
顧　　問

議会議長
副町長

1
2

利府町社会福祉協議会評議員名簿

髙　橋　　　捷
小山田　喜　悦
大　槻　則　夫
水　上　榮　治
水　間　元　治
鈴　木　武　志
前川原　栄　三
鈴　木　敏　夫
板　橋　たみ子
菅　原　　　幸
高　橋　洋　太
小　澤　源　治
板　橋　節　男
引　地　龍　夫
浅　野　光　二
蜂　谷　勝　一
長　井　　　智
櫻　井　勇　治

町内会代表（神谷沢）
町内会代表（菅谷一部）
町内会代表（菅谷二部）
町内会代表（沢乙）
町内会代表（加瀬）
町内会代表（野中一部）
町内会代表（野中二部）
町内会代表（町加瀬）
町内会代表（大町）
町内会代表（館）
町内会代表（仲町）
町内会代表（東町）
町内会代表（藤田）
町内会代表（春日一部）
町内会代表（春日二部）
町内会代表（赤沼）
町内会代表（浜田）
町内会代表（須賀）

氏　　名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№ 所　　　　属
十文字　晴　幸
富　田　　　稔
吉　田　千枝子
八　木　武　男
酒　井　隆　志
阿　部　長　夫
北　山　　　学
水　戸　幸　江
金　野　敬　子
相　澤　道　男
遠　藤　秀　男
佐　藤　光　子
平　岡　洋　一
佐　藤　かよ子
櫻　井　和　美
伊　藤　みつ子
引　地　　　實

町内会代表（しらかし台）
町内会代表（花園）
町内会代表（青山）
町内会代表（青葉台）
町内会代表（菅谷台）
町内会代表（皆の丘）
町内会代表（葉山）
更生保護女性会代表
手をつなぐ親の会代表
遺族会代表
交通安全協会代表
民生児童委員協議会代表
民生児童委員協議会代表
ボランティア友の会代表
ボランティア友の会代表
婦人会代表
身体障害者福祉協会代表

氏　　名
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

№ 所　　　　属

このたび、利府町社会福祉協議会会長に就任いたしました。
微力ではございますが、利府町社会福祉協議会の使命であります「誰

もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進すること」を目指し、努力して参りた
いと考えています。
特に、今日の少子高齢化に伴い、日常生活における様々な課題や地域の課題を踏まえながら、
その解決に向けて積極的に取り組み「利府町に住んでよかったと思える福祉のまちづくり」を推
進して参ります。町民皆様におかれましても、地域の福祉活動に対して、興味や関心を持ってい
ただき、ご理解を得ることが推進の原動力になると考えておりますので、なお一層のご支援・ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、町民の皆様に信頼される社会福祉協議会になれるよう関係者一同努力して参る所存で
ございますので、これまで以上のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、
皆様方の益々のご多幸とご健勝をご祈念いたしまして就任のあいさつといたします。

利府町社会福祉協議会  会長就任の挨拶
利府町社会福祉協議会　会長　伊  藤  きよみ

福祉サービスの利用等をお手伝いしますままももりりーーぶぶ
「
ま
も
り
ー
ぶ
」
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❶ 福祉サービスの利用援助
　たとえば…　●介護保険の要介護認定・更新認定の申請を代行します。 　●市町村で行っている福祉サービスの利用申込みを代行します。
❷ 日常的金銭管理サービス
　たとえば…　●日常生活費を決まった日におろして、手渡します。　●年金の受取りを確認します。　●家賃や公共料金の支払いを代行します。
❸ 財産お預かりサービス 
　たとえば…　●預貯金通帳、年金、保険証書、不動産権利証などの重要書類や、実印などを銀行の貸金庫に保管します。
誰が使えるの？
　まもりーぶを使えるのは、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などの方々、自己決定能力が低下している方に、地域の中
で自立した生活が送れるように、右記の１～３のサービスを行っています。
どうすれば、サービスが使えるの？
まずは、各地域の「まもりーぶ」や下記事務局にご相談ください。専門員がお話を伺い、ご本人にお会いし、サービスを使えるかどうか調査します。
「まもりーぶ」では、ご本人との契約（書面での約束）によってサービスを行います。そのため、ご本人が「サービスを利用したいという気持ちがあ
り、その契約を守れることが必要です。
計画を立てたサービスをします
「支援計画」というサービス計画を作ります。（サービスを行う日や、サービスの内容を定めます。）
これは、ご本人の希望や生活状況を踏まえて県社協、専門員がご本人と一緒につくるものです。
サービスに行くのはこんな人
各市町村にいる「生活支援員」が、サービスを行います。生活支援員は、県社協の専門

員から助言を受け、協力し合いながらサービスを提供します。

っ
て
何
を
す
る
と
こ
ろ
？

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

みやぎ地域福祉サポートセンター
　（宮城県社会福祉会館内）
　TEL  022-212-3388

利府町社会福祉協議会
　TEL  022-356-9060

●募集対象：日本画・洋画・書・写真・工芸の５部門　　●テーマ：自由
●応募資格：県内在住の60歳以上のアマチュアの方　●出店申込料：１作品500円
●展示会場：宮城県美術館　県民ギャラリー
●展示期間：平成29年11月30日(木)～12月３日(日)まで　※入場無料
●申込期間：平成29年7月1日(土)～10月31日(火)
●優秀作品は、平成30年開催予定の「ねんりんピック富山2018」美術展部門へ出展します。

お申込み・問い合わせ先

宮城県社会福祉協議会  いきがい健康課
電話：022-223-1171

http://www.miyagi-sfk.net/

第 122 号 社　協　だ　よ　り 平成29年７月28日 ２

みなさまのご協力に感謝申し上げます

第 122 号社　協　だ　よ　り平成29年７月28日５

みなさまのご協力に感謝申し上げます



利府町中央地域包括支援センター（353ー7322）問い合わせ先

高齢者のみなさんが毎日の生活の中で、気軽に運動を始めるきっか
けづくりとして、体操教室を開催します。体操は音楽に合わせたリズ
ム体操や椅子に座ったまま行える簡単な内容です。

8月4日（金）　  　8月25日（金）
9月8日（金）　　  9月22日（金）
10月13日（金）　  　10月27日（金）

日　程

午前10時半～11時半時　間

利府町保健福祉センター　大ホール会　場

飲み物、タオル持ち物

※事前に申し込みは不要ですので、当日直接会場へお越し下さい。※事前に申し込みは不要ですので、当日直接会場へお越し下さい。

5月19日（金）、男性介護者の方々等を対象に、男性介護者のつどい～俺の料理教室～を開催しました。
当日は、16名が参加し、ヘルスメイトさんの指導のもとに職員と一緒に調理を行いました。
調理の合間や交流会では、参加者同士が会話に花を咲かせる等賑やかな教室になりました。

平成28年度   利府町社会福祉協議会事業報告平成28年度   利府町社会福祉協議会事業報告
法人運営部門法人運営部門
■理事会の開催
■お悔やみ事業
■備品貸出事業
■地域福祉活動計画策定事業
■評議員会の開催
■現場実習受入事業
■印刷輪転機設置事業
■各種団体等ネットワーク構築事業
■監査会の開催
■評議員選任・解任委員会の開催
■キャリアシップ職場体験事業
■福祉団体助成事業

地域福祉活動推進部門地域福祉活動推進部門
■社協だよりの発行
■一人暮らし高齢者見守り乳酸菌飲料支給事業
■防災・減災事業
■ふれあいオープンスクール送迎事業
■利府町老人クラブ連合会事務局
■利府町手をつなぐ親の会事務局
■地区社協設置事業
■ボランティア保険支援事業
■移送サービス事業

■傾聴ボランティア養成講座の開催
■利府町ボランティア友の会事務局
■利府町あけぼの会事務局
■小地域ネットワーク推進事業
■学校等福祉教育活動への協力
■被災者支援事業
■利府町身体障害者福祉協会事務局
■利府町共同募金委員会事務局

福祉サービス利用支援部門福祉サービス利用支援部門
■生活相談所開設事業
■生活安定資金貸付事業
■日常生活自立支援事業
■出張生活相談所開設事業
■生活福祉資金貸付事業

在宅福祉サービス部門（委託事業含む）在宅福祉サービス部門（委託事業含む）
■暮らしのサポートサービス事業
■居宅介護支援事業
■重度訪問介護事業
■障害者相談支援事業
■日中一時支援事業
■生活支援コーディネーター事業
■訪問介護事業
■障害者居宅介護事業
■同行援護事業

■障害者地域活動支援センター事業
■地域包括支援センター事業
■介護予防居宅介護支援事業
■軽度生活支援事業
■介護予防訪問介護事業
■行動援護事業
■児童デイサービス事業
■移動支援事業

財 産 目 録 資金収支決算

■資　産
1．流動資産
　　⑴現金　現金手許有髙
　　　　　　小口現金
　　　　　　預貯金
　　⑵未収金
　　合　　計
2．固定資産
　　⑴基本財産　基本財産特定預金
　　⑵その他の固定資産
　　　　　　　　構築物
　　　　　　　　車輌運搬具
　　　　　　　　器具及び備品
　　　　　　　　権利
　　　　　　　　退職手当積立金預け金
　　　　　　　　善意基金積立預金
　　　　　　　　生活安定資金貸付金
　　合　　計
資産合計

■負　債
1．流動負債
　　⑴流動負債　未払費用
　　　　　　職員預り金
　　合　　計
2．固定負債
　　⑴固定負債　退職給与引当金
　　　　合　　計
負債合計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35, 087円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38, 564, 140円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13, 359, 208円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51, 958, 435円

・・・・・・・・ 1, 000, 000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129, 375円
・・・・・・・・・・・・・・・ 1, 186, 803円
・・・・・・・・・・・・・ 1, 433, 593円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157, 500円
・・・・ 55, 429, 316円

・・・・・・・・ 37, 536, 000円
・・・・・・・ 1, 602, 389円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98, 474, 976円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150, 433, 411円

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5, 151, 077円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 883, 716円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6, 034, 793円

・・・・・・・・・・・・ 55,429,316円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55, 429, 316円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61, 464, 109円

差引純資産（資産合計－負債合計）  88, 969, 302円

※会費は、地域福祉事業に充てられます。
※利府町からの補助金、受託金は人件費と事業費に充てられます。

収 入
160,841,891円

※人件費は、本会の常勤・非常勤50名分です。 
※事務費は、車両及び電算機器の他、通信費や消耗品費に充てられます。
※事業費は、「地区社協事業」や「ボランティアセンター事業」などの地域福祉事業の
　他、「生活相談」などの生活支援事業にも充てられます。

支 出
168,029,717円

社協会費　9,804,500円
寄付金　577,111円

補助金　19,164,000円

助成金収入
4,181,698円

受託金
47,231,996円

事業等　1,910,378円

障害福祉サービス等事業
32,791,519円

介護保険
37,780,060円

貸付事業等
285,000円

拠点区分間繰入金収入
7,101,338円

その他　14,291円

介護保険サービス事業
･訪問介護事業所
・居宅介護支援事業所
39,167,196円

障害福祉サービス事業
・児童デイサービス
・居宅介護等事業
28,696,889円

事業活動外支出
・施設整備・その他活動
10,586,946円

委託事業
・地域包括支援センター
・障害者地域活動支援
 センター
・障害者相談支援事業所
・生活支援コーディネーター
49,851,380円

法人運営事業
・地域福祉・在宅福祉
・共同募金・資金貸付
39,727,306円

社協会費の使いみち
皆さまからの会費を財源として地域福祉活動を実施いたしております。（　）は、主な使いみちについて記載しています。

法人運営事業　60.8％
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、施設管理）

法人運営事業　60.8％
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、施設管理）

地域福祉活動推進事業　36.0％
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）

地域福祉活動推進事業　36.0％
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）

福祉サービス利用支援事業　3.2％
（生活相談、出張相談所の開設、生活資金の貸付事務）

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

「俺」の料理教室を開催しました。

みんな真剣に聞き入ります。 包丁を握る手も力が入ります。 茶碗の位置もご愛嬌で…。

メニュー
　主食：麦入り大

根飯

　主菜：魚の立田
揚げ

　副菜：ピリ辛な
めたけ

　汁物：沢煮椀

自宅で介護を行う家族の方を対象
につどいを開催しております。
つどいは、介護に役立つ情報提供

や悩みや心配ごと等を気軽に話ので
きる交流の場です。ぜひ、ご参加く
ださい。

日　程 ： 8月4日（金）
時　間 ： 午前10時～11時30分
内　容 ： 近隣の高齢者施設の見学
定　員 ： 10名 【要予約】

介護を行う
家族のつどい

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ちょこっと貯筋体操教室

《 今 後 の 予 定 》

平成28年度  利府町社会福祉協議会決算報告平成28年度  利府町社会福祉協議会決算報告

第 122 号 社　協　だ　よ　り 平成29年７月28日 ４第 122 号社　協　だ　よ　り平成29年７月28日３



利府町中央地域包括支援センター（353ー7322）問い合わせ先

高齢者のみなさんが毎日の生活の中で、気軽に運動を始めるきっか
けづくりとして、体操教室を開催します。体操は音楽に合わせたリズ
ム体操や椅子に座ったまま行える簡単な内容です。

8月4日（金）　  　8月25日（金）
9月8日（金）　　  9月22日（金）
10月13日（金）　  　10月27日（金）

日　程

午前10時半～11時半時　間

利府町保健福祉センター　大ホール会　場

飲み物、タオル持ち物

※事前に申し込みは不要ですので、当日直接会場へお越し下さい。※事前に申し込みは不要ですので、当日直接会場へお越し下さい。

5月19日（金）、男性介護者の方々等を対象に、男性介護者のつどい～俺の料理教室～を開催しました。
当日は、16名が参加し、ヘルスメイトさんの指導のもとに職員と一緒に調理を行いました。
調理の合間や交流会では、参加者同士が会話に花を咲かせる等賑やかな教室になりました。

平成28年度   利府町社会福祉協議会事業報告平成28年度   利府町社会福祉協議会事業報告
法人運営部門法人運営部門
■理事会の開催
■お悔やみ事業
■備品貸出事業
■地域福祉活動計画策定事業
■評議員会の開催
■現場実習受入事業
■印刷輪転機設置事業
■各種団体等ネットワーク構築事業
■監査会の開催
■評議員選任・解任委員会の開催
■キャリアシップ職場体験事業
■福祉団体助成事業

地域福祉活動推進部門地域福祉活動推進部門
■社協だよりの発行
■一人暮らし高齢者見守り乳酸菌飲料支給事業
■防災・減災事業
■ふれあいオープンスクール送迎事業
■利府町老人クラブ連合会事務局
■利府町手をつなぐ親の会事務局
■地区社協設置事業
■ボランティア保険支援事業
■移送サービス事業

■傾聴ボランティア養成講座の開催
■利府町ボランティア友の会事務局
■利府町あけぼの会事務局
■小地域ネットワーク推進事業
■学校等福祉教育活動への協力
■被災者支援事業
■利府町身体障害者福祉協会事務局
■利府町共同募金委員会事務局

福祉サービス利用支援部門福祉サービス利用支援部門
■生活相談所開設事業
■生活安定資金貸付事業
■日常生活自立支援事業
■出張生活相談所開設事業
■生活福祉資金貸付事業

在宅福祉サービス部門（委託事業含む）在宅福祉サービス部門（委託事業含む）
■暮らしのサポートサービス事業
■居宅介護支援事業
■重度訪問介護事業
■障害者相談支援事業
■日中一時支援事業
■生活支援コーディネーター事業
■訪問介護事業
■障害者居宅介護事業
■同行援護事業

■障害者地域活動支援センター事業
■地域包括支援センター事業
■介護予防居宅介護支援事業
■軽度生活支援事業
■介護予防訪問介護事業
■行動援護事業
■児童デイサービス事業
■移動支援事業

財 産 目 録 資金収支決算

■資　産
1．流動資産
　　⑴現金　現金手許有髙
　　　　　　小口現金
　　　　　　預貯金
　　⑵未収金
　　合　　計
2．固定資産
　　⑴基本財産　基本財産特定預金
　　⑵その他の固定資産
　　　　　　　　構築物
　　　　　　　　車輌運搬具
　　　　　　　　器具及び備品
　　　　　　　　権利
　　　　　　　　退職手当積立金預け金
　　　　　　　　善意基金積立預金
　　　　　　　　生活安定資金貸付金
　　合　　計
資産合計

■負　債
1．流動負債
　　⑴流動負債　未払費用
　　　　　　職員預り金
　　合　　計
2．固定負債
　　⑴固定負債　退職給与引当金
　　　　合　　計
負債合計

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35, 087円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38, 564, 140円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13, 359, 208円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51, 958, 435円

・・・・・・・・ 1, 000, 000円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129, 375円
・・・・・・・・・・・・・・・ 1, 186, 803円
・・・・・・・・・・・・・ 1, 433, 593円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157, 500円
・・・・ 55, 429, 316円

・・・・・・・・ 37, 536, 000円
・・・・・・・ 1, 602, 389円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98, 474, 976円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150, 433, 411円

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5, 151, 077円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 883, 716円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6, 034, 793円

・・・・・・・・・・・・ 55,429,316円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55, 429, 316円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61, 464, 109円

差引純資産（資産合計－負債合計）  88, 969, 302円

※会費は、地域福祉事業に充てられます。
※利府町からの補助金、受託金は人件費と事業費に充てられます。

収 入
160,841,891円

※人件費は、本会の常勤・非常勤50名分です。 
※事務費は、車両及び電算機器の他、通信費や消耗品費に充てられます。
※事業費は、「地区社協事業」や「ボランティアセンター事業」などの地域福祉事業の
　他、「生活相談」などの生活支援事業にも充てられます。

支 出
168,029,717円

社協会費　9,804,500円
寄付金　577,111円

補助金　19,164,000円

助成金収入
4,181,698円

受託金
47,231,996円

事業等　1,910,378円

障害福祉サービス等事業
32,791,519円

介護保険
37,780,060円

貸付事業等
285,000円

拠点区分間繰入金収入
7,101,338円

その他　14,291円

介護保険サービス事業
･訪問介護事業所
・居宅介護支援事業所
39,167,196円

障害福祉サービス事業
・児童デイサービス
・居宅介護等事業
28,696,889円

事業活動外支出
・施設整備・その他活動
10,586,946円

委託事業
・地域包括支援センター
・障害者地域活動支援
 センター
・障害者相談支援事業所
・生活支援コーディネーター
49,851,380円

法人運営事業
・地域福祉・在宅福祉
・共同募金・資金貸付
39,727,306円

社協会費の使いみち
皆さまからの会費を財源として地域福祉活動を実施いたしております。（　）は、主な使いみちについて記載しています。

法人運営事業　60.8％
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、施設管理）

法人運営事業　60.8％
（理事会、評議員会の開催、福祉団体助成金、お悔やみ事業、施設管理）

地域福祉活動推進事業　36.0％
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）

地域福祉活動推進事業　36.0％
（地区社協、小地域ネットワーク助成金、高齢者の見守り安否確認、社協だより発行）

福祉サービス利用支援事業　3.2％
（生活相談、出張相談所の開設、生活資金の貸付事務）

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

「俺」の料理教室を開催しました。

みんな真剣に聞き入ります。 包丁を握る手も力が入ります。 茶碗の位置もご愛嬌で…。

メニュー
　主食：麦入り大

根飯

　主菜：魚の立田
揚げ

　副菜：ピリ辛な
めたけ

　汁物：沢煮椀

自宅で介護を行う家族の方を対象
につどいを開催しております。
つどいは、介護に役立つ情報提供

や悩みや心配ごと等を気軽に話ので
きる交流の場です。ぜひ、ご参加く
ださい。

日　程 ： 8月4日（金）
時　間 ： 午前10時～11時30分
内　容 ： 近隣の高齢者施設の見学
定　員 ： 10名 【要予約】

介護を行う
家族のつどい

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ちょこっと貯筋体操教室

《 今 後 の 予 定 》

平成28年度  利府町社会福祉協議会決算報告平成28年度  利府町社会福祉協議会決算報告

第 122 号 社　協　だ　よ　り 平成29年７月28日 ４第 122 号社　協　だ　よ　り平成29年７月28日３



●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８月22日（火）・９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

イイ ンン フフ ォォ メメ ーー シシ ョョ ンン

利府町社会福祉協議会と宮城県社会福祉協議会
（総合相談センター）では、高齢者やそのご家族な
どを対象に法律に関する巡回相談を実施します。

高齢者の文化活動として、創作による作品の募集・展示を通して、
ふれあいと生きがいづくりの促進を目的とした活動です。

無料法律相談のお知らせ
弁護士による相続や財産、契約などの法律相談

です。秘密厳守

日  時 平成29年9月7日（木曜日）
10：00～正午／13：00～15：00

申  込 利府町社会福祉協議会　022－356－9060
※予約制でお一人当たりの相談時間は30分になります。
※予約数に限りがございます。
※平成29年9月1日（金）17：00までお電話にて予約願います。場  所 利府町社会福祉協議会事務所

無料 予約制

第25回宮城シニア美術展作品募集第25回宮城シニア美術展作品募集

利府町社会福祉協議会役員名簿

伊　藤　きよみ
宮　城　隆　雄
阿　部　次　雄
宮　城　健　一
岡　崎　昭　二
鈴　木　とみ子

会　　長
副 会 長
副 会 長
常務理事
理　　事
理　　事

学識経験者
民生委員児童委員協議会
老人クラブ連合会
学識経験者
行政区長会
ボランティア友の会

氏　　名役　職
1
2
3
4
5
6

№ 所　　　　属
峯　岸　悦　子
板　橋　健　夫
郷右近　義　光
好　井　まり子
小　松　　　梢
菅　井　百合子

理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事

婦人会
身体障害者福祉協会
商工会
手をつなぐ親の会
子ども会育成会連合会
保健福祉課長

氏　　名役　職
7
8
9
10
11
12

№ 所　　　　属

大　友　　　悟
福　島　悦　子

監　　事
監　　事

学識経験者
民生委員児童委員協議会

1
2

櫻　井　正　人
伊　藤　三　男

顧　　問
顧　　問

議会議長
副町長

1
2

利府町社会福祉協議会評議員名簿

髙　橋　　　捷
小山田　喜　悦
大　槻　則　夫
水　上　榮　治
水　間　元　治
鈴　木　武　志
前川原　栄　三
鈴　木　敏　夫
板　橋　たみ子
菅　原　　　幸
高　橋　洋　太
小　澤　源　治
板　橋　節　男
引　地　龍　夫
浅　野　光　二
蜂　谷　勝　一
長　井　　　智
櫻　井　勇　治

町内会代表（神谷沢）
町内会代表（菅谷一部）
町内会代表（菅谷二部）
町内会代表（沢乙）
町内会代表（加瀬）
町内会代表（野中一部）
町内会代表（野中二部）
町内会代表（町加瀬）
町内会代表（大町）
町内会代表（館）
町内会代表（仲町）
町内会代表（東町）
町内会代表（藤田）
町内会代表（春日一部）
町内会代表（春日二部）
町内会代表（赤沼）
町内会代表（浜田）
町内会代表（須賀）

氏　　名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№ 所　　　　属
十文字　晴　幸
富　田　　　稔
吉　田　千枝子
八　木　武　男
酒　井　隆　志
阿　部　長　夫
北　山　　　学
水　戸　幸　江
金　野　敬　子
相　澤　道　男
遠　藤　秀　男
佐　藤　光　子
平　岡　洋　一
佐　藤　かよ子
櫻　井　和　美
伊　藤　みつ子
引　地　　　實

町内会代表（しらかし台）
町内会代表（花園）
町内会代表（青山）
町内会代表（青葉台）
町内会代表（菅谷台）
町内会代表（皆の丘）
町内会代表（葉山）
更生保護女性会代表
手をつなぐ親の会代表
遺族会代表
交通安全協会代表
民生児童委員協議会代表
民生児童委員協議会代表
ボランティア友の会代表
ボランティア友の会代表
婦人会代表
身体障害者福祉協会代表

氏　　名
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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32
33
34
35

№ 所　　　　属

このたび、利府町社会福祉協議会会長に就任いたしました。
微力ではございますが、利府町社会福祉協議会の使命であります「誰

もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進すること」を目指し、努力して参りた
いと考えています。
特に、今日の少子高齢化に伴い、日常生活における様々な課題や地域の課題を踏まえながら、
その解決に向けて積極的に取り組み「利府町に住んでよかったと思える福祉のまちづくり」を推
進して参ります。町民皆様におかれましても、地域の福祉活動に対して、興味や関心を持ってい
ただき、ご理解を得ることが推進の原動力になると考えておりますので、なお一層のご支援・ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、町民の皆様に信頼される社会福祉協議会になれるよう関係者一同努力して参る所存で
ございますので、これまで以上のご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、
皆様方の益々のご多幸とご健勝をご祈念いたしまして就任のあいさつといたします。

利府町社会福祉協議会  会長就任の挨拶
利府町社会福祉協議会　会長　伊  藤  きよみ

福祉サービスの利用等をお手伝いしますままももりりーーぶぶ
「
ま
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」
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❶ 福祉サービスの利用援助
　たとえば…　●介護保険の要介護認定・更新認定の申請を代行します。 　●市町村で行っている福祉サービスの利用申込みを代行します。
❷ 日常的金銭管理サービス
　たとえば…　●日常生活費を決まった日におろして、手渡します。　●年金の受取りを確認します。　●家賃や公共料金の支払いを代行します。
❸ 財産お預かりサービス 
　たとえば…　●預貯金通帳、年金、保険証書、不動産権利証などの重要書類や、実印などを銀行の貸金庫に保管します。
誰が使えるの？
　まもりーぶを使えるのは、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などの方々、自己決定能力が低下している方に、地域の中
で自立した生活が送れるように、右記の１～３のサービスを行っています。
どうすれば、サービスが使えるの？
まずは、各地域の「まもりーぶ」や下記事務局にご相談ください。専門員がお話を伺い、ご本人にお会いし、サービスを使えるかどうか調査します。
「まもりーぶ」では、ご本人との契約（書面での約束）によってサービスを行います。そのため、ご本人が「サービスを利用したいという気持ちがあ
り、その契約を守れることが必要です。
計画を立てたサービスをします
「支援計画」というサービス計画を作ります。（サービスを行う日や、サービスの内容を定めます。）
これは、ご本人の希望や生活状況を踏まえて県社協、専門員がご本人と一緒につくるものです。
サービスに行くのはこんな人
各市町村にいる「生活支援員」が、サービスを行います。生活支援員は、県社協の専門

員から助言を受け、協力し合いながらサービスを提供します。

っ
て
何
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す
る
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ろ
？

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

みやぎ地域福祉サポートセンター
　（宮城県社会福祉会館内）
　TEL  022-212-3388

利府町社会福祉協議会
　TEL  022-356-9060

●募集対象：日本画・洋画・書・写真・工芸の５部門　　●テーマ：自由
●応募資格：県内在住の60歳以上のアマチュアの方　●出店申込料：１作品500円
●展示会場：宮城県美術館　県民ギャラリー
●展示期間：平成29年11月30日(木)～12月３日(日)まで　※入場無料
●申込期間：平成29年7月1日(土)～10月31日(火)
●優秀作品は、平成30年開催予定の「ねんりんピック富山2018」美術展部門へ出展します。

お申込み・問い合わせ先

宮城県社会福祉協議会  いきがい健康課
電話：022-223-1171

http://www.miyagi-sfk.net/
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みなさまのご協力に感謝申し上げます
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みなさまのご協力に感謝申し上げます



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
利府町社会福祉協議会では、ボランティア友の会の皆様と連携して、各地区でふれあい・見守り・支え合い・励まし助け合う活動を支援しています。利府町社会福祉協議会では、ボランティア友の会の皆様と連携して、各地区でふれあい・見守り・支え合い・励まし助け合う活動を支援しています。2017.7
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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
●会長就任あいさつ
●役員・顧問・評議員名簿
●平成28年度事業・収支決算報告
●社協会費の使いみち

●中央地域包括支援センター
●インフォメーション
●福祉事業・福祉団体活動紹介
●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。

小地域ネットワーク推進事業（春日一部公民館）
健康体操　イチ、ニ、サン、指のマッサージ

●匿名 様（しらかし台） ……………………………………   9,000円
●みちのくフリーマーケット 様（名取市） ………………  5,000円

●匿名 様 …………………………………………………… 衛生用品
●匿名 様（青　山） ………………………………………………  衣類
●野口良子 様（菅谷台） ……………………………… 介護用品・衣類
●菅原保子 様（花　園） ……………………………………　介護用品

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

花園、青山、青葉台、
しらかし台地区

利府町政策課の協力を得て、町政
施行50周年村から町へそして未
来に向けてをテーマに当時の写真
を見ながら楽しく学びました。

宮城県消費生活センターさんの
講座、消費者被害に遭わないよ
う寸劇を交えて学びました。
役者は、ボランティア友の会の
皆さんが演じてくれました。

春日二部、赤沼、須賀地区

利府町中央地域包括支援センターの「おきがる出張
講座」を利用して、認知症予防について寸劇やゲー
ムを交えて学びました。

町加瀬、大町、館地区

利府町障害者地域活動支援センター
この施設は、障がいを持たれている方々の日中活動を
支援するために、設置されています。主に、仲間作りを
行うサロンの場、楽しみながら作る創作活動、季節行事
や地域交流などのプログラム活動を提供しています。

※当センターでは、活動をサポートしていただけるボラ
ンティアを随時募集しておりますので、施設見学等の
お問合せは下記までお願い致します。

場所：利府町青葉台1‒32
（利府町保健福祉センター内）　

電話：022‒356‒1334（内線65）
役場庁舎内のコーヒー
ショップでも働いています

社会見学では博物館や動物
園へ行ってきました

6月18日（日）、利府第二小学校を会場に総合防災
訓練が実施されました。
社会福祉協議会では、災害時における災害ボラン

ティアセンターの活動を紹介しました。

利 府 町 総 合 防 災 訓 練利 府 町 総 合 防 災 訓 練利 府 町 総 合 防 災 訓 練利 府 町 総 合 防 災 訓 練
社会福祉のため

物品寄付

寄贈
ジャパンゴルフツアー選手会
より、スズキアルト1台が寄贈
されました。
宮里優作選
手会長のサ
イン入りで
す。
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