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連帯の輪を広げて
〜第3馴軋朱卸町壱凡グチブ芸能衆意〜
大和町老人クラブ連合会の第38回芸能大会が、2月20日（木）ま
ほうばホールにあいて開催されました。地区の代表クラブと公民館
のあ達者倶楽部に所属する個人やサークルが、歌や踊りなど合計2
8の演目を披露しました。出演者は揃いの衣装に身を包み、応援に

駆け付けた観客の前でこの日に向けた練習の成果を発表しました。
また、交通安全協会吉岡支部と大和警察署の協力で交通安全と振
り込め詐欺に関する寸劇も行われ、高齢者が被害にあわないために
老人クラブの会員自らが地域に広く呼び掛けを行っていくことを確
認しました。
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ひだまりな人ズームアップ 他

誰もが安心して
地域福祉事

暮らせる支え合いのまち大和を
業へのご協力ありがとうござい

目指して
ます

平成25年度大和町社会福祉協議会会員加入状況のお知らせ
本会事業へのご理解ご支援誠にあり
がとうございます。皆様からお預かり
いたしました社協会員年会費は地域の
福祉活動に活用させていただきます。
詳しくは次号にてご報告いたします。

会員加入実績（H25・4・1〜H26・3・31）
一般会員

賛助会員

5，029世帯

特別会員

303ロ

64ロ

ご協力ありがとうございます
◎

一

般

会

員（1口

800円）

吉岡地区1，734世帯
鶴巣地区
522世帯
◎

特

別

会

吉田地区
456世帯
合
計 5，029世帯

宮床地区1，931世帯
落合地区
386世帯

（順不同敬称略）

員（1口10，000円）

【吉岡地区】 ㈲富永精肉店 中津川洋二 高 橋 光 市
広茂会瀬戸医院 ㈲中川観光バス 高 橋 永 郎 【鶴巣地区】

㈱明治東北工場

佐藤歯科医院 富陽軒フードサービス 【宮床地区】（財）宮城県環境事業公社
㈲佐藤サイクル 中国料理四川チャイナ ㈱みちのく観光
（2口）

大和蔵酒造㈱
黒川森林組合

八幡はなぶさ

崎

日本トーカンパッケージ㈱

や

東北事業部仙台工場

新

高

ば

正

㈱仙台妙徳

㈱みちのく企業

㈱大

し 塚本耳鼻咽喉科医院 ㈱みちのく建設 ㈱砂

商

店

にのみや歯科医院

㈱大建工業

トーアエイヨー㈱仙台工場

東北サンド㈱

七十七銀行吉岡支店 ㈲蜂谷新聞店 ㈲庭正庭芸研究所 ホクエツ工業㈱仙台工場

仙台銀行吉岡支店

㈱ミクロ精工

支援施設あさいな

㈲佐々木建設

日

進工具㈱

宮城県森林組合連合会
ウッドリサイクルセンター

劃l信用組合吉岡支店 こうの調剤薬局 NPO法人ふれあい（福）功寿会鶴巣桜の家

センコー㈱仙台北支店

田山小児科医院

㈱鐘崎大和工場

㈲浅多商店

大千建設工業㈱

門間宇一郎

細越整形外科医院 東北計器工業㈱ 【吉田地区】 横 田 隆 雄
㈱セレモニー吉岡 ㈱アートエクステリア ㈱吉岡電工社 【落合地区】
東北化学薬品㈱ ㈱ 頗
品 宮城県輔自動輔売商工組合 大和クリニック
J Aあさひな 高 橋 栄 次 溢 谷 秀 一 ㈱ジェ一・シー・アイ

（順不同敬称略）

区

地

岡

吉

◎ 賛 助 会 員（1口 2，000円）
【

（柴 崎）
和泉 善則
根元 泰夫
千葉 一郎
鈴木 清一
大友 初雄
藤原 政由
浅場 巽臣
千葉 助夫
高橋
仁
小松 祐司
（志田町）
児玉養二郎
泉田 昭夫
三浦 孝子
土居 鋭寿
二幡 俊道
千葉 俊雄
志賀野和子

山口とも子 （上 町）
畑谷太一郎 山田 俊郎 佐々木登志子 小林千代次
三橋 郁子 庄司 武一 奥山 邦男 茂泉 妙子 瀬木 和子 天野 泰晃
馬場 久雄 早坂 正雄 鈴木 和子 （城内東）
宗村 吉矩 川名きよ江
佐藤 直子 鶴田てるよ 高平 和典 八巻 恵子 松川 利充 中川 久男
加藤樹一郎 大友ときえ （下 町）
中山てる子 瀬戸 孝夫 早坂 好枝
桜井 勝見 白石 眞司 吉田善一郎 松田
寛 秋保 一弥 後藤 直行
村田 弘一 佐々木律子 佐々木蘭一 佐々木きく 中川 愛子 千葉 正子
阿部トキ子 我孫子直美 引地 芳寿 松浦 玲子 佐々木末治 織田 孝子
高橋 幸博 宮寺智恵子 柴田 信之 菅原 英雄 小嶋エイ子 （吉岡南−）
瀬戸
充 （中 町）
青砥 秀雄 村田 久子 藤原 秀男 若生
昇
塩滞 恭子 高橋 寅三 早坂 尚志 中島 一郎 遠藤 清行 菅原 和恵
大友 司郎 只野 由雄 加賀 洋一 伊藤
治 渋谷三智子 嶋貫 俊男
浅野 雅勝 斉藤 孝司 遊佐 貞子 （城内中）
桜井 隆博 （吉岡南二）
八鍬 吉雄 笠原 公男 青砥 秀一 高橋
完 文屋 栄司 菅原 角人
佐藤 光洋 高橋 新悦 斎藤 秀明 高橋 寿郎 渋谷
博 高橋えく子
高橋 正春 吉田勢紀子 高倉 岩夫 波間 豊和 （城内西）
菅原
淑 小原 伸一 佐々木俊一 佐藤 陽子 大和 幸夫
村田 勝嘉 荒磯 哲哉 野村
例 千葉 恵右 佐々木 敏
天野 泰賢 高嶋 正之 遠藤 幸別 海川 文雄
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巧

浅野 俊彦

杉本 敏雄

佐竹 勇雄 （もみじケ丘二）

鎌田 幸子

浅野美代子 （荒 井）

（中 野）
鈴木 克芳
清水 善衛
今野 れう
門伝 英成
（新小路）
千坂 勝弥

大場
大場
米倉
千葉
佐藤
菅原

高濱 浄晴

（もみじケ丘三）

昭夫
進志
芳幸
俊昭
文徳
隆

槻田 雅之

（麓 上）
堀田多美夫
早坂 和馬 高橋
淳

浅野 栄華
熊谷
巧

（麓

大崎 富夫

下） 佐々木テル子

若生 英光 （八志田）
浅野
浩 小野 誠一
梅澤 徹玄
（金取南）

石垣 英孝
堀籠 英雄
（金取北）
渋谷 安夫
伊藤 弥夫
嶋津 勝治
（沢 渡）
早坂 秀男

佐々木久夫
小川 裕子
堀籠 一男 （反町下）
佐藤 耕一
渡辺 拓夫
堀籠 国男
阿部
隆
（反町上）
堀籠 紀郎
堀籠
充
菅井まさい
阿部 晴子
堀籠 隆男
（反町中）
堀寵日出子
平
喜朗
堀籠 徳男
高橋
寛
平
愛子
溢谷 秀一 （峰）

意好寿也操次彦也夫功

信夫
田）
静雄

貝田美喜子 （前河原）
鈴木 隆司
今野 善行
（2口） （石 倉）
（向 原）
石山 芳久
大須賀 茂
秋山 富雄

郎亨一

波）

桝舶鯛偏訓珊欄棉謂川棚相関

（難
佐々
石垣
（山
浅野

【吉 田 地 区】

忠 真部正千勝昇 芳豊健幸

【宮 床 地 区】

︼

区

︼

区

地

巣

鶴

︻

【落 合 地
（下 草）
二瓶 増男
高橋 好雄 （大 崎）
高橋 孝男
高橋 克司
高橋うめよ
高橋 寅雄
平渡 高志
熊谷 市雄
高橋 洋一
津田 昭子
高橋千賀子
高橋 征子
佐藤 和志 津田 晃哉
（北 目）

日野 敬一

大友 秀政 （鳥 屋）
佐藤 虎一
門間 政好
八島 時夫
郷吉 光一
馬場 郁子 文屋 芳光
千坂 裕子
藤倉 光子
八島 時彦 （幕 柳）
（砂金沢）
千葉
昭
小野 正男
千葉
力
桜井 和夫
文屋 勝利
遠藤 正和
千葉 秀郎
佐藤 静男

（太 田）

高橋 重幸
高橋 幸衛
高橋
誠
高橋
集
高橋 正悦
佐藤 啓子
高橋 勝彦
高橋みつ子
（山 田）

奥山 正次
鈴木 利一
（小鶴沢）

鹿又 次雄
門間 浩宇
（大平上）

千坂 雄悦
千坂

僑一

大崎 勝治
千坂 俊郎

佐々木誠一 （舞野上）
高橋 春男
残間 洋一
千坂 昭夫 高嶋 征夫 （相川上）
（報恩寺）

荒木 勝志 相澤 瞭治
佐藤
勝
（大平中）
菅原 敏男 （相川下）
佐藤 久雄 高橋 信一
文屋 宣夫
高橋 喜市
田村 雄二
高平 聡雄

桜井 秀伍
高橋 新児
菊地
敬
千葉 栄一
鶴田 しを
福田 和雄 （桧和田上） （三ケ内上）
大宮司和子 （舞野下）
小川 憲一
大和田清一
大宮司美和子 浅野勝三郎
小川 栄一 （三ケ内下）
文屋 春三
佐々木宏太郎
赤間
栄
犬飼 勝夫
（大平下）
大内 利悦
三橋モト江 （松 坂）
佐藤 一郎 大友 勝衛
千坂 博俊
松浦 初雄
宮澤 幸英 相澤 勇孝 （桧和田下） 横橋 栄一
高橋ヨネコ
蜂谷 富朗
瀬戸 善春
高橋 章昭
出井とみ子 佐藤
昭
瀬戸 俊行
高橋 勝子
千坂 正志
瀬戸
力 （大 角）
（蒜 袋）
上野
薫
根元 仁一
品川日出男
瀬戸 忠悦
樋口喜一郎
鈴木
稔
瀬戸 初男 （町 外）
小川
隆
松浦 誠道
山下十四子

福祉のまちづくりにご協力ください
社協の財源の中で、社協会費は地域福祉を支える貴重な財源として位置付けられています。今後も引き続
き会費納入のど協力を賜りますようお願い申し上げます。

震災による貸付資金を受けた皆様へ

東日本大震災で被災された世帯の生活安
定を目的に﹁緊急小口資金特例貸付﹂を実施
しました︒現在︑多くの世帯が返済の時期を

例をご紹介します句

迎えていますので︑特にお問合せがあった事

返済しないとどうなるの？

Ql ﹁返済する必要のない資金﹂なの？
Al 貸付金ですので返済が必要です︒

Q2

返済の相談をしたいのですが？

A2 期限内に返済が終わらないと残元金
に対して延滞利子が発生します︒また悪質
と判断される滞納者に対しては法的措置を

Q3

講じることもあります︒

胤345−2156

たいわ社協だより第96号

A3 まずは左記にご連絡ください︒

大和町社会福祉協議会 托し345−2156
みやぎ地域福祉サポートセンター TEL212−3388

宮城県社協︵生活支援課︶胤216−5100

まもリーぶは高齢者や障害者か地域で安心して暮らせる
よう生活支援員がお伺いして次のサービスを行う事業です。
●日常的金銭管理サービス
計画的に日常生活費を金融機関から払戻しお届け
します。公共料金等の支払いを代行します。
●福祉サービスの利用援助
介護保険等の福祉サービスについての相談や利用
申し込みを代行します。
●財産あ預かりサービス
大切な書類などを銀行の貸金庫に保管します。
☆あ問合せ・ご相談

大和町社協

守られて安心♪
まもり−ぷを利用しませんか？

民生妻員・児童委員協議会研修会

＊安心冠きる地域雪くりを！
吉田地区民児協では、2月25日（火）午後1時より、地域

包括支援センター・お元気訪問員・民生委員が「地域連
絡会」を開催し、情報共有や互いの役割lこついて再確認
をしました。日常の様子の他、2月には2週に萱って大雪
か降ったこともあり、高齢者宅の雪かきなどの話題か挙
がっていました。
また午後3時からは、吉B小学校を訪問し、先生方との
懇談会を開催。子どもたちの学校での様子・地域での様

子について、情報交換を行いました。鈴木校長先生の
「素直な子どもたちの表れ」との言葉通り、吉田小の皆

鎗自死対策講演会に参加
2月26日（水）まほろばホールにて開催された、自死対策
講演会に民生委員も参加させていただきました。自殺■か
ら自死へと言葉が変わったこと、また自死の背景にある

さんはいつも進んで元気いっぱいの挨拶をしてくれます。
家庭・学校・地域一体で子どもを温かく見守る…。子ど
もたちにも伝わっているんですね。
吉田地区民児協では、これからも地区の皆さんか安心
して生活できる地域づくりにより励んでいきます。

精神疾患について、国見台病院岩館院長があ話くださ
いました。講演の中で、同じ病名であっても原因や年齢
によって対応か違うこと、また治療の中で人との信頼関
係を回復し、自信を取り戻せるよう、地域づくりが大事で
あるとのあ話がありました。自死の多くは個人の自由な
意志や選択の結果ではなく、様々な悩みにより心理的
に「追い込まれた末の死」。地域で悩みを抱え孤立してい
る万が一人でも多く支援に繋がれるよう、働きかけてい
きたいと思います。

子育てサロンは自由で安全な「親子が集える居
場所」です。親子で遊ぶだけでなく、同世代の親子
同士でお友達になったり、スタッフ相手におしゃべ
りしたり、子どもを見守りながらホツとひと息つい
たりと、楽しいひとときを過ごしていただけます。

申込みや登録の必要はありませんので、直接会
場へお越しください。

子育てサロン「きち☆きち』
☆開催日 毎月第2釜隠田
4月11日

5月

9日

6月13日

7月11日

8月

8日

9月12日

10月10日

1月

9日

11月14日

12月12日

2月13日

3月13日

子育てサロンrぽっぽこ」
☆開催日 毎用第3木曜B
4月17日

5月15日

6月19日

7月17日

8月お休み

9月18日

10月16日

11月20日

☆時間10：00〜刊：30

☆時間10：00〜11：30

∴会場 大和町町民研修七二′ター

☆会場 杜の丘会館

（大和町吉岡字古館25−1）

12月18日

（大和町杜の丘一丁目26−1）
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令姉濡ランティアセンタ＿コート

大和町ボランティアセンター
TEL・FAX

022−345−2156

E−mail talWa−Shakyo1967

＠poem．ocn．ne．JP

URL http：／／www．taiwa−Shakyo．or．jp
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ボランティア活動にあたっては、万が一のときのために
ボランティア保険に加入しましよう。活動中に起きた事故
などに対応できる保険が各種用意されていますので、自分
の活動に適したものを選んで加入するようにしましよう。

☆☆いまい宣ふれあいサロン保険☆☆
活き生きサロン事業向けにケガや損害賠償責任を補償する行事

☆☆ボランティア活動偲院☆☆

保険です。
日帰り行事のみで、行事参加者全員が補償対象です。名簿の提出
により通常の経路による往復途上も補償されます。予め年間予定表
の提出が必要です。

ボランティアの方々が、日本国内において、ボランティア活動中に
他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊させたことにより損害賠償
問題が生じた場合や、ボランティア活動中の事故によりボランティア
本人がケガをした場合の損害を補償する保険です。加入プランとし
てはAプラン、Bプラン、Cプラン、天災プラン、家族プランなどがあ

ボランティア団体などが主催する行事中に参加者や主催者が偶
然な事故でケガをした場合の「傷害保険」と他人の身体や財物に損
害を与え法律上の損害賠償責任があった場合の「賠償責任保険」の

ります。

2つの補償がセットになった保険です。

☆☆行 事 保 険☆☆

平成25年度のボランティア保険に加入している方は更新時期です。26年度の加入については新たに社会福祉

協議会にてお手続きください。また、各福祉施設向けの「宮城県地域福祉総合補償制度の案内もございます。
詳しく書かれた26年度版のパンフレットは社会福祉協議会にありますので気軽にお問い合わせください。

大和町ボランティア友の会研修会
3月6日大和町町民研修センターにおいて研修
会が行われました。地域活動の「活き生きサロン向
けレクリエーション体験」と環境美化活動として「春
の寄せ植え講座」を櫻井悦子さんにご指導をいた
だきました。どちらも日頃の活動に役立つ内容とい
うことでボランティア会員60名が参加して熱心に取
り組んでいました。

1月28日 遠藤旅館において、高齢者に手作りお

弁当を届ける「愛の訪問配食サービス」に従事する
ボランティアが、宮城県保健環境センターより佐藤
俊郎先生をお招きして「感染症・食中毒の原因とな
る病原体の話」というテーマで講演をしていただき

寄せ植えは花の名前や特性、配置などご指導い
ただき、春を思わせる色彩にみなさんワクワク楽し
そうでした。またレクリエーションゲームではストラ
イクボードやラダーゲッターを体験し「簡単でとっ
ても楽しい。さっそく活き生きサロンで借りたいね！」
と大好評でした。

ました。毎年流行するノロウイルスやインフルエン
ザなどの感染症、また給食に注意が必要な食中毒な
どについて、感染の経路や予防や対策方法また手洗
いの注意点など実用的なお話をしていただきました。
参加者からは「時々このようなお話を聞くと改めて
注意しなければいけないと思いました。」「ボラン
ティアは自分が健康でないとできないからね。今日
は来てとてもよかった。」などの感想が聞かれ、き
っそく上手な手洗いを実践していました。

フルタフ収集ボランティ筋
志巴町商工女性部の皆さん、干葉住江さん、秋山すえ
のさん、若生悠而さん、原亥太郎さん、瀬戸さん、小
俣敬椰さん、高橋みつ子さん、高橋捷子さん、野の花
会さん、多くの匿名の皆さんボランティア活動ご苦労
様です。

＊＊＊空き缶は水ですすいで指定日に
指定の場所へ出しましょう＊＊＊

たいわ社協だより第96号

▲咲き終わった花は摘んであげると、次々と咲いて
くれますよ！！

ボランティアコーナーの記載についてのお申し込み・
お問い合わせは大和町ボランティアセンターまでお願い
します。

三晶紺丁】肌肯持
募

二＝＝＝㍉日脚・
−−、 −

引≒．

・ナ一高＝L

・

栴蕎∴∵睾

蘭・ 化；．㍍左 上パ‖銅＝ けジ巨堅ず

集

ました。美味しいお茶とお菓子をい
ただきながらみんなでおしゃべりす
るサロンを開催します。申込不要、ふ

は、お気軽にご連絡ください。

お手伝い募集のお知らせ

田勤務地：大和町宮床

℡345・3282

0資 格：不 問

宮城県船形コロニー

宮城県船形コロニーでは施設内で
食事の準備、片付け等をお手伝いいた
だく方を募集しております。仕事の時間
内容等は相談のうえで決めさせていた
だきます。見学も歓迎いたしますので、
興味のある方はお気軽にど連絡くださ
い。

0年齢は65歳未満の方になります。

固支援施設あさいな 担当：大久

ら〜つと遊びに来てみてください。皆
さんのお越しをお待ちしています。

会員募集のお知らせ

園4月21日田）、5月19日（月）

℡345・8850 大和町シルJト人材センター

あなたの知識や経験・技術をシル
バー人材センターで活かしてみませ
んか？入会説明会を開催しておりま
すのでご参加ください。
園4月8日（火）、5月13日（火）
6月10日（火）13：30〜

適所作業者募集のお知らせ
℡344・6982

；■謹■1

∴ −．．1

ステップアップたいわ

田NPO法人ステップアップたいわ
（大和町吉岡字下町70）

◎仕事をしたいけど1週間続けての
適所に不安がある・‥
◎午前中だけなら通えるんだけど‥・
ど本人の希望に沿った利用時間の

田ひだまりの丘
※草刈りや除草作業など仕事の依頼
につきましても、お気軽にお問い合
わせください。

6月16日（月）、10：30〜14：00

田ひだまりの丘田無料
弁護士による法律相談会のお知らせ
℡34か2156

大和町社会福祉協議会

仙台弁護士会の協力を得て弁護士
による法律相談会を開催いたします。
多重債務、相続、財産、離婚など法律
に関するお悩み、心配事などがござい
ましたらご相談ください。
囲6月12日（木）10：00〜15：00

田大和町役場1階会議室
※秘密厳守、相談無料、要事前予約、

イベント
ひなたぼっこの会開催のお知らせ

設定も可能です。例）月・水・金の

℡345・2156 大和町ボランティアセンター

定員8名で相談時間はお一人30分ま
で。お早目にお申込みください。

利用。午前中のみの利用など・‥
◎お気軽にご相談ください。

どなたでもご参加いただけるお
茶飲み会です。

二シピリカ春の展覧会＆クリアランスセール

園4月17日（木）、5月15日（木）

℡347・0028 二シピリカ凰Ilこころの応擾乱

6月12日（木）、10：30〜

ニシピリカとはアイヌ語の「ピリ
カ＝美しい」と「ニシ＝雲」を合わ

職員募集のお知らせ
℡347・8080

∈〕ひだまりの丘

支援施設あきいな

ど利用者のお世話をして頂く職員
を募集しております。資格等は、働き
ながら取得することも可能ですので、
福祉の仕事をこれからしてみたいと
いう方も大歓迎です。安定した収入も

得られますので、仕事をお探しの方

田会費100円、申込不要
束日本大震災により大和町へ避難または移
住きれた皆様へ ようこそ大和町へ
℡345．2156 大和町ボランティアセンター

せた造語です。織り物作品の展示や
小物類の販売を行います。ぜひお立
ち寄りください。
囲6月3日（火）〜8日（日）
田アートギャラリー泉（泉区泉中央4−2ト4）

ようこそ大和町へお出でください

専雲．二・・
配食サービスは一人暮らし高齢者宅などに安
否確認を兼ねて昼食弁当をお届けする取り組み
で、お弁当の調理や配達など多くのボランティ
アの皆さんにご協力いただいています。
このたびお弁当を利用者宅へ自家用車でお届
けする配達ボランティアを募集しています。

ふ瑠票 惣冤

7さん
㌦、′活き生きサロンのV（も
ボランティ二
ボランティアさん

活動の輪を広げてみませんか？
ストライクボード・ラダーゲッタ一・ピーンボウリング・

輪投げ・釣りっこゲーム・羽根っこゲーム・射的ゲーム・
大和町カルタ（4組）・いろはカルタ（2組）・大和町食育
カルタ・思い出カルタ・スイッチピッチ（6個）・ムーブメ
ントスカーフ（30枚）・ボトルチップス（4セット）・たいこ
相撲・お手玉・お玉ゲーム・映画上映機材一式（スクリ
ーン・プロジェクター・DVD／ビデオデッキ）・ワイヤレス

■活動日：毎週月・水・金曜日に実施するうち
月に数回の活動です。
雷活動時間：午前11時頃から1時間程度
■問合せ：大和町ボランティアセンター
TE L

345−2156

※ガソリン代は実費程度お支払いいたします。
平成26年4月1日発行

醇掛篤信！鰯惨醜馳
障害者就労支援施設B型あいの郷

NPO法人ふれあい

TEL344−6491FAX344−6497

TEL346−5008

吉岡字館下86

FAX346−5044

宮床字下小路46−1

新年度も始まり、あいの郷でも新メンバーが加わり、一層
にぎやかになりました。まだまだ仲間を募集しています。一
緒にパン作りや移動販売をしてみませんか？見学・実習・相
談、随時受け付けております。お気軽にお問合せください。

第10回励ます会に、大和町担当者にも出席いただき、先日
91名の方参加のもと、開催致しました。現在ケアホームには高

NPO法人黒川ここうの応援団

特別養護老人ホーム和風園

TEL347−0028

TEL346−2229

FAX343−7077

吉岡字館下47

いろんなものが都会に集まってしまう中、地方に残された
強みは「心」です。何も持たない私たちも「心」だったら得意
技。毎日、織物に絵画に「心」を注ぎ込んで、せっせと芸術活
動しています。

齢の方など居て、今後の生活する場所を、相談する時期に来
ているなど説明して、和やかな雰囲気の中で終了しています。

FAX346−2305

25年度も舞踊・書道・華道・茶道・音楽活動等々ボラ
ンティアの皆さんに支えられ利用者様も楽しい一時を過
ごすことができました。感謝いたします。当園でボラン
ティア活動を行いたい方は、ご連絡ください。

大和町地域活動支援センター工房ななつもリ

介護老人保健施設希望の杜

TEUFAX345−2156

TEL344−3232

吉岡字館下88ひだまりの丘内

桜のつぼみも膨らみ始め、春の訪れを感じる今日この頃、
工房ななつもり のメンバーも気持ちよく新年度のスタートを
切ることが出来ました。今年度もみんなが笑顔で過ごせる場所
になるよう、作業やイベントに力を合わせていきましょう！

小野字前沢l

FAX344−3231吉田宇新要害10番地

新年度を迎え、希望の杜では新入職員が多数来ており
ます。人材確保が厳しい現在、入職してくれた 金の卵
を大切に育て、立派に羽ばたけるシステムを構築してい
ます。ど利用者の笑顔をのために日々努力致します。

大和町地域包括支援センター

特別養護老人ホームまほうばの里たいわ

TEL345−7241FAX345−7240

TEL779−7785

吉岡字西桧木1−1

FAX779⊥7786

吉田字高田西34番地

て毎月開催していまれ関心のある方は地域包括支援センターまでご連絡ください。

第18回大和町ソフトバレーボール大会に参戦！今年で3
回目の挑戦です。目指すは悲願の1勝。バレーボール経験
者の少ない「まはろばの里たいわ職員チーム」は大苦戦。
しかし、なんとか最後の最後で初勝利を手に出来ました。

共同生活介護・援助事業所「ひなた」

在宅心身障害者保養施設宮城県七ツ森希望の家

TEL344−3596

TEUFAX345−3701吉田字上童子沢21

認知症介護者の会「ほっとケア」をど存知ですか。介護者同士の話し合い、情報

交換を通して認知症について理解を深め、気分転換を図りながら、介護者の不安
を和ら状日々の介護の負担が少しでも各軽くなり、継続していけることを目的とし

FAX344−3595

吉岡字南金谷下8−7

「ひなた」は知的障害者グループホームの事業所です。
14のホームに58名の方が生活をしています。日中は
仕事や適所施設に行っています。今後も地域の皆様と仲
良く暮らしていきたいと思います。

在宅で陣がいのある方とそのど家族のリフレッシュの場
です。また、降がいのない人が陣がいのある人の立場にな
って考える機会を作る活動やボランティアをしてみたい方

支援施設 あさいな

障害者支援施設宮城県船形コロニーとがくら園

TEL347−8080

FAX346−2120

宮床字摺萩24−4

あさいなでは、ど利用者の地域生活を推進しており、25

年度は2名の方々がグループホームへ引越しをしました。
地域の皆様の支えがあって初めて地域生活が実現致します。
これからも皆様のど協力を頂きますようお願いいたします。

養護老人ホーム儲楽園
TEL346−2221FAX346−2222

TEL345−4435

FAX344−1242

吉田字上童子沢21

当所では利用者様へのサービスの向上を目指しており、
サービス状況をチェックリストで確認し、対策を考え実行し
ています。とがくら園では今月の合言葉を「お声掛け月間」
とし、声を出してのサービスに努めています。

鶴巣桜の家
小野字前沢3ト1

2月6日、お化粧教室が行われ22名参加されました。講師
よりお化粧を学び、皆さん若返った一時でした。感想に「嫁ご
衣裳着た以来だ、もう一回嫁どさもらってける人いたら、嫁ご
ざ行くかな」等、お化粧教室では笑顔があふれ大盛況でした。

たいわ社協だより第96号

への勉強会も行っています。まずはご連絡を！

TEL347−7181FAX343−2272

鶴巣下草字観音堂68−1

こんにちは！今年の雪の量は凄かったですネ！雪かきで腰
を痛めてはおりませんか？春になり暖かくなってきたので、
桜の家の利用者さんは散歩を始めております。みなさんも≪
かばねやみ≫せず春を探しに出掛けましょう。

﹁七ツ森を新たな文化芸術圏にー己
を初めとする自然︒そして歴史︒
そして人︒それは︑この土地から
離れえぬ文化を醸し出します︒

都会に吸収されていった経済等
は競い合い︑心を駆り立て合う宅
のですが︑私たちの土地に残るも
のは︑人を包み︑心を豊かにして

いく自然・歴史・人︒これは︑現
在私たちが都会に提供していける
最良のものと言えるのではないで

大和町のその文化の上に︑さら

しょうか︒

に新たな文化・芸術を育み︑現代
の人々に提供していく︒大和町だ
からこそできる︑人々の心を包み
込む新たな文化の提供︒
実は︑これは福祉の世界にとっ

ても重要な事だと思います︒老

人・子供・障害者・ひきこもり︑
そして捨て置かれてしまいそうな
人たちをも包み込んでいく人間環

疲弊した都会に生きる人々に︑

境︒それが福祉の原点でしょう︒

心豊かな環境を提供していける大
和町︒そこは社会的弱者にも住み
やすい環境と言えます︒人と人が
競い合うのではなく︑差別ではな

ありがとうございます

あたたかい善意

︵平成26年1月16日〜3月15日︶

くろかわ商工会

会長 大崎勝治様
金一二〇︑〇〇〇円

金一〇︑〇〇〇円

くろかわ商工女性部大和支部一同様

大和町グラウンド・ゴルフ協会

一︑五〇〇円

一︑五〇〇円

二五〇〇円

会長 鹿野悟朗様
金一〇︑〇〇〇円

金

名様
金

名様
金

名様

正解者甲甲から抽選で5

編集後記

春の陽気が心地よく感じら

れるこの季節︑子供たちは入

園︑入学︑そして社会人と胸

とでしょう︒そんな子供たち

を弾ませてスタートをするこ

から高齢者の方々まで見守り

ができ︑活き生きと暮らせる

いけたらと思います︒

ような地域づくりを支援して

貸し出ししているレクリエ

︵千坂︶

ーション用品を活用し︑楽し
い一時を過ごしてみてはいか

がでしょうか︒

この広報紙は社協会費と赤い羽根共同募金の配分金で発行しています

NPO法人黒川こころの応捜団小野田豊きん

平成13年12月︑吉岡上町に精神

障害者小規模作業所﹁心をつなぐ
街の喫茶店﹂を︑翌年4月には小
中学生の不登校児生徒とその家族
を対象にした﹁フリースクール吉
岡﹂を開設してきた︑NPO法人

﹂ でのさをり織り制作︑一人ひと

黒川こころの応援団︒現在は喫茶
店営業の他︑工房﹁街喫茶さをり

りの暮らしの場である﹁街楔茶寮
ともさん﹂ ﹁ひまハウス﹂等5つ
のグループホームを︑42名の方々
が利用されています︒

231，200円

﹁心﹂という︑目には見えず分か

昔指

名の方に防災グッズをお送り
いたしました︒
総数20通のご応募をいただ
きありがとうございました︒
今後ともご愛読くださいます
ようお願い申し上げます︒

3，064，667円

りづらい部分を支援しています︒

配分（地域福祉事業）

精神障害者の社会参加︑子ども

﹁七ツ森を新たな文化芸術国に！﹂

誇りとなり存在価値になると思い

く違いを認め合い︑つながり合う
大和町︒
その力となるのが︑この自然・
歴史・人を肥料とした︑新しい文
化・芸術です︒私たちの大和町を︑
文化と芸術の街にしていく︒それ
がひるがえって︑私たち大和町の

﹁七ツ森を新たな文化・芸術圏

募金合計

たちの心のつまずき⁝︒いずれも

どちらも地域の人たちの理解が大

つ私たちの大和町には︑流れ出て

代社会︒しかし︑七ツ森の懐に育

いくはずのない私たちの文化があ

経済等は都会に流れ出ていく現

きな支えとなるため︑﹁先ずはこ
のような問題を地域ぐるみで共有

ります︒それは︑私たちにとって

ま
す
︒

しよう︒そして当事者から学んで

しい日々を過ごしていますも

り︑△フ年で13年目を迎えました︒

﹂
ー
に

おり訂正いたします。

昭和33年7月7日生まれ。
14年間の教員生活後、退職。その後、
教員支援のためのホームページ運営
やメールマガジンの発行などを経て、
奥さんと共に街の喫茶店を開設。新聞
配達をしながら育てた5人の子供た
ちも全て外に出し、今は愛する奥さん
と二人暮らし、街の喫茶店の仲間と楽

普段から当たり前にある︑七ツ森
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歳末たすけあい運動募金
結果について、記載に誤
りがありましたので次のと

（おのだ ゆたか）

いこう﹂との思いから活動が始ま
今回は︑さをり織り展やイベン
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