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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
●地域の面白いところ、良いところを
　教えてください　
●「りふ社協」各事業所の取り組み　　　　　　　　
●高校生ボランティア養成講座

●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。

体育大会優勝　7連覇達成（個人賞で金メダルも頂きました）



利府町社会福祉協議会では、改正介護保険法を受け、地域高齢者に対し、地域で支え合う活動を
推進しています。
各地区で開催されている集いの場（下記例参照）に、「生活支援コーディネーター」が“地域の面
白いところや良いところを見つけに”お伺いさせていただきますので宜しくお願いします。
なお、「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ので、下記までご連
絡ください。
これからの介護予防は、住民皆様が行う地域づくりで支えられていきます！

今年も、大学生の「居宅介護実習」の受入が始ま
りました。
日々の実習は、慣れない環境で厳しくも、ご利用
者様の訪問先では、りふ社協のヘルパーと共に、笑
顔あふれる愛情のこもった手料理を作ることができ
ました。将来は、立派な福祉の担い手になってくれ
ることを期待します。

訪問介護事業所（家事援助）訪問介護事業所（家事援助）訪問介護事業所（家事援助）訪問介護事業所（家事援助）

地域の面白いところ、良いところを教えてください。地域の面白いところ、良いところを教えてください。地域の面白いところ、良いところを教えてください。地域の面白いところ、良いところを教えてください。

●地域で開催されているサロンや茶話会
●介護予防や健康体操などに取り組んでいる組織（団体）の活動
●地区での集まり（活動内容や参加者年齢は不問です。）など

集いの場の例

連絡先 利府町社会福祉協議会　電話：022‒356‒9060　担当：田中

はちにんこ

※家事援助は、老齢や障害のために日常生活に支障が生じない
　よう、家事全般を専門のスタッフがお手伝いします。 「お食事ができましたよ～」

利府町社会福祉協議会では利府町より委託をうけ

て、地域活動支援センターの運営を行っておりま

す。社会交流の促進、創作活動、生産活動の機会を

提供し、社会的孤立を防いでいくことを目的として

います。

障害者地域活動支援センター障害者地域活動支援センター障害者地域活動支援センター障害者地域活動支援センター
りふちょうしゃかいふくしきょうぎかい りふちょう いたく

ち い き か つ ど う し え ん せ ん た ー うんえい

しゃかいこうりゅう そくしん

ていきょう しゃかいてきこりつ ふせ もくてき

そうさくかつどう せいさんかつどう きかい

おこな
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みなさまのご協力に感謝申し上げます



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ただいております。お気軽にご相談ください。

今回は「在宅医療」をテーマに、住み慣れた家で穏やかに最期を迎えるために知っておきたい在宅医療
について、講師を招き、下記の通り講演会を開催致します。
ぜひご参加ください。

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

平成28年度『介護予防講演会』 を開催します。平成28年度『介護予防講演会』 を開催します。平成28年度『介護予防講演会』 を開催します。平成28年度『介護予防講演会』 を開催します。

11月４日（金）・11日（金）・17日（木）・25日（金）11月４日（金）・11日（金）・17日（木）・25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

平成28年10月14日（金）  午後１時半から午後３時日　時

利府町保健福祉センター  大ホール場　所

仙台往診クリニック  院長  川島孝一郎 氏講　師

「（仮）知っておきたい在宅医療のこと」演　題

初めての方
大歓迎です!!

一緒に体を動かして
みませんか?!

利府町地域包括支援センター（保健福祉センター内）　TEL  353－7322問合せ先

利府町地域包括支援センター

地域包括支援センター
事務所移転のお知らせ
地域包括支援センター
事務所移転のお知らせ

このたび、本会「利府町地域包括支援センター」は10月1日より事務所
を移転することになりました。
つきましては、下記のとおり名称、住所、所管エリア等が変更となりま

すのでお知らせいたします。
これを機に、さらに皆様の信頼にお応えできるよう、倍旧の努力をし

てまいる所存でございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

１. 新 名 称／利府町中央地域包括支援センター
２. 新事務所所在地／〒981-0104　利府町中央二丁目11-1（利府町十符の里プラザ内）
３. 連 絡 先／TEL 022-353-7322　FAX 022-353-7323（※TEL・FAX共に変更ありません）
４. 所管地区／利府町内（しらかし台、青山、青葉台、花園、皆の丘地区を除く）
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第 118 号社　協　だ　よ　り平成28年９月９日３

みなさまのご協力に感謝申し上げます



夏休みの期間を利用して、県内の高校生を対象としたボランティア養成講座が７月26日（火）～
29日（金）の４日間の日程で開催されました。
初日目は、利府町社会福祉協議
会で実習している大学生も同行
して、ボランティアについて高校
生と共に学びました。
参加者の高校生からは、ボラン
ティア活動や福祉の勉強（大学生
活）について、活発な意見交換も
あり、これからの進路に期待した
い講座となりました。

利府支援学校・高校生ボランティア養成講座

７月20日(水)、障がい者が働く施設はらから福祉会「蔵王すずしろ」を見学しました。施設で
は、利用者の方々が豆腐や湯葉の製造に黙々と取り組んでいたのが印象的でした。
今回の研修会には、運転ボランティアの皆様にも参加して頂き、障がい者支援について共に学

ぶ機会になりました。
午後からは、道の駅村田やジャックスビレッジも見学することができました。

「利府町ボランティア友の会」理事移動研修会「利府町ボランティア友の会」理事移動研修会

利府町身体障害者福祉協会
７月29日（金）富谷スポーツセンターを会場に、

第22回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。
８町村(利府町・松島町・七ヶ浜町・亘理町・富谷
町・大和町・大郷町・大衡村)が集い、７種目の得点を
競いました。
この大会で、
利府町は見事
７連覇を達成
しました。

８月29日（月）会員の教養と相互の交流を深める
ことを目的に、教養視察研修会を開催いたしまし
た。
午前中は、宮城県身体障害者福祉協会が運営す

る障害者支援施設「杏友園」を視察し、施設の役割
を学びまし
た。午後から
は、うみの杜
水族館を見学
し参加者は見
聞を広めてい
ました。
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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。

●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28年９月27日（火）・10月25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

傾聴ボランティア養成講座募集

●日　時　11月７日（月）・14日（月）・21日（月）　10時から15時まで
●場　所　利府町民交流館  研修室２・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　無料
●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
●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　９月30日（金）
　　　　　　　　　　※昼食をご持参ください
●お問合せ・申し込み　利府町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　  TEL 022-356-9060
　　　　　　　　　　  FAX 022-356-9225

「傾聴」とは相手の方と信頼関係を築き、心に寄り添いながらお話をお聴きする活動です。
今回は、利府で初めての初級講座を開催いたします。
ご家族や仕事場など様々な場面で傾聴はきっとお役に立ちます。一緒に学びませんか？

利府町社会福祉協議会事務局　　担当：千葉
〒981-0104  利府町中央2丁目11番地1　TEL：022-356-9060   FAX：022-356-9225

利府町社会福祉協議会パート職員募集利府町社会福祉協議会パート職員募集利府町社会福祉協議会パート職員募集利府町社会福祉協議会パート職員募集

◆種　　別／パートタイム　　　◆募集人数／２名
◆業務内容／発達に遅れのある児童・生徒への支援業務
◆勤務時間／13：00～18：00（月曜日～金曜日勤務）
◆休　　日／週休二日制（土・日・祝日及び年末年始12月29日～1月3日）
◆待　　遇／時給 850円（その他手当有）、車通勤可
◆応募資格／普通一種自動車免許

【児童デイサービスセンター指導員】

募集期間／平成28年9月16日（金）～平成28年9月30日（金）
　　　　 （受付時間：午前9：00～午後5：00　ただし土・日・祝日を除く）
申込方法／履歴書（6ヶ月以内に撮影した写真を添付）及び資格証明書の写しを直接又は
　　　　　郵送（当日消印有効）で利府町社会福祉協議会事務局に提出してください

事 務 局
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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

社会福祉
のため

この事業は、地域における福祉課題の解決を図りながら、地区を主体
とする福祉コミュニティの形成を目指した地域福祉活動です。
※社協会費の一部を、各町内会に助成しています。

７月６日(水)、利府町立第三小学校・第５学年ＰＴＡ行事社会福祉教育学習が行われました。
当日は、町内在住の盲導犬ユーザーさんのお話や日本盲導犬協会さんの説明を熱心に聞きながら、目の見え
ない人や見えにくい人、その大切なパートナーである盲導犬について、親子で学習する機会になりました。

●十符の里吟社〔神野礼もん〕様（青山）
   ……………………………………………   12,852円

●匿　名  様（仲町）   ………………     3,000円

物品寄付
●佐藤　　博 様（青葉台）

   ……………   介護用品多数

「地区社協」事業「地区社協」事業

社会福祉教育学習社会福祉教育学習

春日二部
地　　区藤田地区

シルバーお花見会
（４月）

グラウンド・ゴルフ大会
（７月）

納涼夏祭り大会
（８月）

利府町立青山小学校・第３学年児童
及び保護者の方々を対象に、キャップ
ハンディ体験学習が行われました。
参加者は、車椅子体験や白杖体験を

とおして、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キャップハンディ体験学習
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