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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
●「りふ社協」各事業所の取り組み

●インフォメーション
●福祉事業・福祉団体の活動紹介
●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。

「利府町キャリアシップ（職場体験）」全員修了証書をいただきました。

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 後期

ゲーム大会をして楽しみました。
(菅谷公民館)

菅谷二部地区
踊りや民話、ウクレレ演奏などバラエティに
富んだ昼食会でした。（保健福祉センター）

春日二部・赤沼・須賀・浜田地区
新しい公民館で、日本舞踊やゲームなど

盛り上がりました。（森の郷）

藤田・仲町・東町地区

●匿名 様（野中二部） ……………………………  10,000円
●みちのくフリーマーケット 様（名取市） ……… 5,000円

●盲導犬ハッピー 様（しらかし台）  ……………  5,000円
●匿名 様（菅谷一部） …………………………… 10,000円
●匿名 様（青山）  ………………………………  30,000円

傾聴ボランティア養成講座

●株式会社エスタディオホールディングス 様（町内）  ………………………  レクリエーション用具多数

社 会 福 祉 の た め

物品寄付

利府町老人クラブ連合会

【個人男性の部】
　優　勝　鈴木忠治さん（青山シニアクラブ）
　準優勝　鈴木三千男さん（神谷沢長樂会）
　第三位　千葉良一さん（森の泉会）

【個人女性の部】
　優　勝　鈴木春江さん（沢乙長寿会）
　準優勝　阿部泰子さん（青山シニアクラブ）
　第三位　菊地久子さん（沢乙長寿会）

　平成28年11月10日（木）に「第6回利府町老人
クラブ連合会パークゴルフ大会」が、おおひら万
葉パークゴルフ場にて開催されました。
　今大会には、101名の会員が参加し大いに盛り上
がりました。成績は次のとおりです。

　11月7日・14日・21日の3日間、利府町民交流館にて
主催：傾聴ボランティアグループ「梨～風」、共催：利府
町社会福祉協議会による「傾聴ボランティア養成講座」
が開催されました。
　講師は、仙台傾聴の会会長　森山英子氏に依頼し、
「傾聴」の基礎知識や事例を使ってのロールプレイング
で学習しました。今後のボランティア活動で実践して
いただければと思います。

傾聴ボランティアグループ「梨～風」スタッフ 森山英子先生による講義

受講生の皆さん3日間お疲れさまでした

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 平成28年
12月末現在
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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２月28日（火）・３月28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

生活相談のお知らせ

明けましておめでとうございます。
皆さまには輝かしい新年を、お迎えのこととお慶び申し上げます。
また、社会福祉協議会の事業運営につきまして、町民の皆さまをはじめ、行政機関、福祉
関係機関の皆さまなど、様々な立場からご支援とご協力をいただき、滞りなく業務を遂行す
ることができました。心より御礼申し上げます。
さて、平成29年は、本会が設立され30周年の節目を迎える年となります。
あらためて振り返りますと、この30年間で社会福祉法や介護保険法が改正されたり、新た
に制定されました。
それだけ福祉・介護を取り巻く環境が大きく変化し、複雑多様化する福祉ニーズに対応し
ていくための制度改正になったものと思います。
本会も時代とともに変化していく様々な町民の福祉ニーズに応えていくために、設立当初
は4名の職員で事業をスタートしていたものが、現在では、様々な専門部署を設け、50名の
職員で事業を展開する規模になりました。
この間、実に様々な方々のご支援・ご協力があって、何とかここまでこれたものと実感す
るところです。あらためて感謝申し上げます。
そのような中、平成29年度から介護保険制度改革による新総合事業が本格的にはじまります。
この事業は、地域包括ケアシステムの構築を目指し、たとえ介護の状態となっても地域で
安心して暮らしていけるよう、様々な関係機関と連携しながら地域で支え合っていけること
を目指す内容で、本会の目指す地域福祉の理念と方向性は一致していると思います。
この事業を推進するためには、「高齢者自身の社会参加」、「身近な地域での集いの場の
提供」、「見守り支援」など、ますます町民の皆さまのお力添えが必要になってくると思い
ます。
このことを踏まえ、本会の理念である「だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推
進すること」を目指し、町民の皆さまに信頼され、いざという時に頼りになる社会福祉協議
会になれるよう、役職員一同なおいっそうの努力をして参りたいと思います。
結びになりますが、新しい年が町民皆さまに幸多い年になりますことをご祈念申し上げま
すとともに、今年も一層皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして新年
の挨拶といたします。

利府町社会福祉協議会
　　会　長　相澤  久米治

社会福祉士（正職員） 年頭のご挨拶
平成２8年度利府町社会福祉協議会会費の納入ありがとうございます平成２8年度利府町社会福祉協議会会費の納入ありがとうございます
社協会員会費について、住民の皆様より多大なるご理解とご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
皆様からいただいた会費は、主に町内各地域の福祉事業に活用しております。
今後ともご協力お願い申し上げます。

◆一般会員…1,200円　　◆賛助会員…3,000円　　◆特別会員…10,000円

◉ 対　　象　県内居住の概ね60歳以上の方
◉ 場　　所　①仙南校 ②大崎校 ③石巻校 ④気仙沼・本吉校 ⑤登米・栗原校
◉ 募集人員　各校40人
◉ 学 習 日　年間22日（２学年制）
◉ 内　　容　生きがいと健康づくりをめざし，地域社会に貢献できる人材として必要な内容を

身につけます。
◉ 募集期間　平成28年12月１日（木）～ 平成29年２月28日（火）必着
◉ 入 学 金　5,000円
◉ 受 講 料　年間20,000円

・申込書は，各市町村の高齢福祉担当課や生涯学習担当課及び市町村社会福祉協議会また、本会ホームページ
からも入手できます。
・通学可能であれば，どちらの校に申し込んでも結構です。　・HP [http://www.miyagi-sfk.net/]　

　利府町ボランティアセンターでは、福祉に関する備品の貸出を行っております。
詳しくは、下記までご連絡ください。

職場や学校での
福祉体験に

地区社協
事業等に

外でのイベント等に

利府町ボランティアセンター　電話：022－356－9060

備品の貸出を
行っております

車椅子
インバーター
発電機

高齢者擬似
体験用具

炊き出し
用鍋

宮城いきいき学園　平成29年４月　入学生募集

申込みお問い合わせ　宮城県社会福祉協議会　いきがい健康課（☎022-225-8477）

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。

高齢者や
病気の介助等に
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地域で暮らす高齢者のみなさんが、『いつまでもいきいきと過ごせるように』介護や福祉、健康などさま
ざまな面から総合的に支えるためのお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。

みなさんが毎日の生活の中で気軽にできる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できる簡単な内容です。事前の申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。お待ちしております。

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

２月３日（金）、10日（金）、17日（金）、24日（金）２月３日（金）、10日（金）、17日（金）、24日（金）日　程
《
今
後
の
予
定
》

《
今
後
の
予
定
》

10：30～11：30時　間

利府町保健福祉センター　大ホール利府町保健福祉センター　大ホール会　場

初めての方
大歓迎です!!

一緒に体を動かして
みませんか?!

利府町中央地域包括支援センター

第62回宮城県社会福祉大会が、平成28年11月1日に仙台サンプラザホールで盛大に開催されました。
当日は、社会福祉活動にご尽力された方々に表彰と感謝状の贈呈が行われ、利府町から12名の方が
受賞されました。

〇宮城県社会福祉協議会会長表彰
　•民生委員児童委員功労者
　　浅沼佳子様　鎌田富貴子様
　•社会福祉協議会役職員功労者
　　吉田君子様　酒井隆志様

〇宮城県民生委員児童委員協議会会長表彰
　•民生委員児童委員功労者
　　鎌田はつゑ様　吉田順子様　水間美枝様　成瀬和麿様　
　　今野美枝子様　佐藤玲子様　中島賢二様　渡邊久子様

宮城県社会福祉大会宮城県社会福祉大会

※動きやすい服装でお越しください。※動きやすい服装でお越しください。

介護をしている家族の方や介護を経験された家族、介護に興味のある方のための「つどい」の場です。
この機会に一緒に介護に役立つ情報交換を行いましょう。お気軽にご参加ください。

『介護を行う家族のつどい』を開催します。

平成29年２月10日（金） 10：30～11：30平成29年２月10日（金） 10：30～11：30日　時

利府町保健福祉センター　介護教育室場　所

交流会、マッサージの紹介、簡単な体操実技交流会、マッサージの紹介、簡単な体操実技内　容

フレアス在宅マッサージフレアス在宅マッサージ講　師

問合せ先 ： 中央地域包括支援センター（社会福祉協議会内）　　ＴＥＬ　353－7322

居宅介護支援事業所は、ケアマネジャーが
介護認定を受けた方々のご相談を受けて、居
宅サービス計画書（ケアプラン）を作成して
おります。
ご本人やご家族が困っている事やしたい事

などを伺いながら、住み慣れた地域や自宅で
過ごせる様に、一緒に考え対応させていただ
いております。

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所

平成２８年１２月１６日(金)に、株
式会社エスタディオホールディン
グス様より多数の用具を寄贈し
て頂きました。
利用者さんの成長や興味に合
わせ、「ミニカーセット」や「まま
ごとセット」は、余暇活動の充実
につながりました。
みんなで楽しめるスポーツ用
品や紙芝居･DVDセットなど、多
数のプレゼントと共に一人ひとり
にお菓子の詰め合わせも頂きま
した。心より感謝申し上げます。

児童デイサービスセンター
すきっぷ

平成28年11月14日から18日までの5
日間、しらかし台中学校と利府西中学
校の生徒の皆さんが、利府町社会福祉
協議会で福祉に携わるお仕事をしまし
た。開講式では、緊張した様子でした
が様々な業務を体験しながら一生懸命
取り組んでいました。最終日には、自
信に満ちた笑顔が見られました。

キャリアシップ
職場体験

キャリアシップ
職場体験
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に制定されました。
それだけ福祉・介護を取り巻く環境が大きく変化し、複雑多様化する福祉ニーズに対応し
ていくための制度改正になったものと思います。
本会も時代とともに変化していく様々な町民の福祉ニーズに応えていくために、設立当初
は4名の職員で事業をスタートしていたものが、現在では、様々な専門部署を設け、50名の
職員で事業を展開する規模になりました。
この間、実に様々な方々のご支援・ご協力があって、何とかここまでこれたものと実感す
るところです。あらためて感謝申し上げます。
そのような中、平成29年度から介護保険制度改革による新総合事業が本格的にはじまります。
この事業は、地域包括ケアシステムの構築を目指し、たとえ介護の状態となっても地域で
安心して暮らしていけるよう、様々な関係機関と連携しながら地域で支え合っていけること
を目指す内容で、本会の目指す地域福祉の理念と方向性は一致していると思います。
この事業を推進するためには、「高齢者自身の社会参加」、「身近な地域での集いの場の
提供」、「見守り支援」など、ますます町民の皆さまのお力添えが必要になってくると思い
ます。
このことを踏まえ、本会の理念である「だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推
進すること」を目指し、町民の皆さまに信頼され、いざという時に頼りになる社会福祉協議
会になれるよう、役職員一同なおいっそうの努力をして参りたいと思います。
結びになりますが、新しい年が町民皆さまに幸多い年になりますことをご祈念申し上げま
すとともに、今年も一層皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして新年
の挨拶といたします。

利府町社会福祉協議会
　　会　長　相澤  久米治

社会福祉士（正職員） 年頭のご挨拶
平成２8年度利府町社会福祉協議会会費の納入ありがとうございます平成２8年度利府町社会福祉協議会会費の納入ありがとうございます
社協会員会費について、住民の皆様より多大なるご理解とご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
皆様からいただいた会費は、主に町内各地域の福祉事業に活用しております。
今後ともご協力お願い申し上げます。

◆一般会員…1,200円　　◆賛助会員…3,000円　　◆特別会員…10,000円

◉ 対　　象　県内居住の概ね60歳以上の方
◉ 場　　所　①仙南校 ②大崎校 ③石巻校 ④気仙沼・本吉校 ⑤登米・栗原校
◉ 募集人員　各校40人
◉ 学 習 日　年間22日（２学年制）
◉ 内　　容　生きがいと健康づくりをめざし，地域社会に貢献できる人材として必要な内容を

身につけます。
◉ 募集期間　平成28年12月１日（木）～ 平成29年２月28日（火）必着
◉ 入 学 金　5,000円
◉ 受 講 料　年間20,000円

・申込書は，各市町村の高齢福祉担当課や生涯学習担当課及び市町村社会福祉協議会また、本会ホームページ
からも入手できます。
・通学可能であれば，どちらの校に申し込んでも結構です。　・HP [http://www.miyagi-sfk.net/]　

　利府町ボランティアセンターでは、福祉に関する備品の貸出を行っております。
詳しくは、下記までご連絡ください。

職場や学校での
福祉体験に

地区社協
事業等に

外でのイベント等に

利府町ボランティアセンター　電話：022－356－9060

備品の貸出を
行っております

車椅子
インバーター
発電機

高齢者擬似
体験用具

炊き出し
用鍋

宮城いきいき学園　平成29年４月　入学生募集

申込みお問い合わせ　宮城県社会福祉協議会　いきがい健康課（☎022-225-8477）

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。

高齢者や
病気の介助等に
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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
●「りふ社協」各事業所の取り組み

●インフォメーション
●福祉事業・福祉団体の活動紹介
●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。

「利府町キャリアシップ（職場体験）」全員修了証書をいただきました。

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 後期

ゲーム大会をして楽しみました。
(菅谷公民館)

菅谷二部地区
踊りや民話、ウクレレ演奏などバラエティに
富んだ昼食会でした。（保健福祉センター）

春日二部・赤沼・須賀・浜田地区
新しい公民館で、日本舞踊やゲームなど

盛り上がりました。（森の郷）

藤田・仲町・東町地区

●匿名 様（野中二部） ……………………………  10,000円
●みちのくフリーマーケット 様（名取市） ……… 5,000円

●盲導犬ハッピー 様（しらかし台）  ……………  5,000円
●匿名 様（菅谷一部） …………………………… 10,000円
●匿名 様（青山）  ………………………………  30,000円

傾聴ボランティア養成講座

●株式会社エスタディオホールディングス 様（町内）  ………………………  レクリエーション用具多数

社 会 福 祉 の た め

物品寄付

利府町老人クラブ連合会

【個人男性の部】
　優　勝　鈴木忠治さん（青山シニアクラブ）
　準優勝　鈴木三千男さん（神谷沢長樂会）
　第三位　千葉良一さん（森の泉会）

【個人女性の部】
　優　勝　鈴木春江さん（沢乙長寿会）
　準優勝　阿部泰子さん（青山シニアクラブ）
　第三位　菊地久子さん（沢乙長寿会）

　平成28年11月10日（木）に「第6回利府町老人
クラブ連合会パークゴルフ大会」が、おおひら万
葉パークゴルフ場にて開催されました。
　今大会には、101名の会員が参加し大いに盛り上
がりました。成績は次のとおりです。

　11月7日・14日・21日の3日間、利府町民交流館にて
主催：傾聴ボランティアグループ「梨～風」、共催：利府
町社会福祉協議会による「傾聴ボランティア養成講座」
が開催されました。
　講師は、仙台傾聴の会会長　森山英子氏に依頼し、
「傾聴」の基礎知識や事例を使ってのロールプレイング
で学習しました。今後のボランティア活動で実践して
いただければと思います。

傾聴ボランティアグループ「梨～風」スタッフ 森山英子先生による講義

受講生の皆さん3日間お疲れさまでした

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 平成28年
12月末現在
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