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子育てサロンぽっぽこ
∴＼洗・翻1「・凝結轡！・・：

「ママ見て〜！」、「できた〜♪」元気いっぱいの子どもたちの声

に優しい笑顔で応える家族、そっと寄り添い温かく見守るボラ
ンティア。毎月第3木曜（8月を除く）、杜の丘会館に沢山の親子
が集まります。
平成20年5月、杜の丘町内会役員の有志が中心となり立ち上
げた子育てサロンぽっぽこは、地域の親子やボランティアの協
力を得ながら今年で6年目を迎えました。子育て家庭を地域で
応援しよう！との思いが地域に浸透し、子育て家庭の仲間づく
りの他、中には「ボランティアとの会話が楽しみ」という万も…
ぽっぽこは親子とボランティアの異世代交流からアットホーム
な空間が生まれ温かい笑顔が満ち溢れています。

Pl

子育てサロンぽっぽこ
＿理事・監事・評議員の紹介

P2

P3〜5・7H25年度事業報告・決算

／H26年度事業計画・予算

P6

社協・地域福祉関係記事

P7

ボランティアセンターコーナー

P8

L・たいわ福祉情報掲示板

P9

PlO

地域へ発信！100文字いんふあ
・ひだまりな人ズームアップ 他
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社 法

余響大和町社会福祉協議会理事・監事・評議員をご紹介します
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就任期間：平成26年6月1日〜平成28年5月31日（敬称略 ★印は新任）

理 事（社協の経営・運営について執行責任を持ちます）10名
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評議員（社協の重要な事項を議決する役割を持ちます）21名
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評議員（吉岡商1）評議員（城内西）評議員（志田町）評議員（新小路）評議員（宮床山田）評議員（新小路）評議員（新小路）
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評議員（杜の丘1）評議員（麓下）評議員（反町下）評議員（金取南）評議員（麓上） 評議員（清水）評議員（幕柳）
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評議員（砂金沢） 評議員（大平下）

評議員（北日） 評議員（舞野下）評議員（蒜袋） 評議員（舞野） 評議員（行政）

小 野 啓 子 出井とみ子

馬 場 郁 子 浅野勝三郎 品 川 豊 子 田 村 雄 二 中 川 和 夫

退任された前評議員

菅原角人様（吉岡南2） 高橋好雄様（下 草）

退任された方々には任期内のご尽力に対しまして厚く御礼申し上げます。今後ともご指導ご鞭棲下さいますようお願いいたします。
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社会福祉法人大和町社会福祉協議会

＿＿平蔵25牢度事業報曹
ボランティアセンター運営事業

会の運営に関する事業
＊理事会（4回）＊評議員会（3回）
＊監事会（1回）＊企画財政部会（1回）

生活相談事業
＊生活相談所の開設（月1回）
件数

26件

＊弁護士相談会の開催（年2回）
件数16件

＊相談・登録・事業斡旋
ボランティア保険加入（1，544名）

＊ボランティア情報誌発行（年4回）
＊講座開催
夏休み小学生福祉体験講座 3回
手話初級講座 5回
交流研修会、研修会への助成
＊交流研修会の開催
配食サービスボランティア交流研修会

子育て支援事業
＊子育てサロンきらきら・ぽっぽこの支援
毎月1回
・子育てサロンきらきら（町民研修センター）
・子育てサロンぽっぽこ（杜の丘会館）

＊おもちゃ病院ひまわりの支援

地域福祉事業
＊活き生きサロン支援
ゲーム・プロジェクター等の貸出し
レクリエーション講習会の開催

＊まほうば夏まつUへの参加
かき氷店
＊ひだまUの丘・まること茶屋活用
お茶っこ飲み会（月1回）
手話交流会（随時）
島田飴まつりへの協力

生活援護事業
＊生活安定資金貸付 ＊生活福祉資金貸付
＊歳末たすけあい運動募金
＊日常生活自立支援事業「まもリーぷ」

青少年健全育成事業

＊収集活動（プルタブ）
＊運営事業推進協議会開催

福祉用具の貸出
＊主な貸出用具
特殊寝台・床ずれ予防用具
車イス・歩行器

広報事業
＊社協だより発行
（年4回 全戸配布）37，200部発行

＊広報編集委員会の開催（年4回）
＊ウェブサイトの管理・運営

関係機関への協力・連絡調整
＊行政との連携
＊各種福祉団体への肋成及び協力
＊団体の事務局
（民生委員児童委員協議会・遺族会・ボランテ
ィア友の会・老人クラブ連合会）
＊支援協力団体
（身体障害者福祉協会・手をつなぐ育成会
・母子福祉会・日赤奉仕団・保護司会・
更生保護女性会）

＊大和町児童生徒書初め大会支援

震災復興支援事業

障害者福祉事業
＊地域活動支援センターの運営
週4日 年間延べ利用者1，475人
割り箸袋詰め作業・バザー出品用品の製作・
調理実習・生活訓練等

＊ボランティア友の会避難者交流会
「ようこそ大和町へ」の支援
＊亘理町仮設住宅交流サロンへの参加
かき氷の提供 延べ5回
＊生活復興支援資金の実施

高齢者福祉事業
＊在宅配食サービス（宅配昼食弁当）
対 象：ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯

回 数：週3回（月・水・金）
利用料：1回300円
食 数：年間延べ 143回

2，558食

＊ひとり暮らし高齢者への非常持出袋配布事業
配布数：60セット（H16〜延べ586セット配布）

！陸たいわ社協だより第97号

∴十十

P3〜5の詳細情報は大和町社協ウェブサイトに掲載しています。

財

（決算総額空合課芋；呈；32謂）

産

目

録

平成26年3月31［慨在

勘
定
科
目
金
額
Ⅰ．資産の部
8．445，397

（1）流動賃産

現金・預金
未
収
金
6，467，833
前
払
金
188，060
立
替
金
217，600 1，000，000

（2）固定貸産

基本財産
その他の固定貰産
貸 産 合 封
Ⅱ．負債の部

18，399，743
34，718，633
966，754

未払金
預り金

92，210

退職給与引当金
6，799，244
負 債 合 計
7．858，208
差引純資産
26，860，425

※平成26年5月26日の理事会・27日の評議員会において

承認されております。

〔総予算額 39，581，000円】

※平成26年3月26日の理事会・評議員会において
承認されております。
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空襲茎等蚕：事業誰画
誰もが住み慣れた地域の中で互いに支えあい安心して自分らしく活き
生きと暮らせる「福祉のまち」を目指し、積極的に各種事業を展開して
いきます。
1）自主的な財源の確保
2）相談事業の充実
3）第二のセーフティネットを活用した要支援者の自立促進

4）災害復興支援のための連携・協力
5）ボランティア育成とボランティア団体との連携推進
6）地域活動支援センターの適切な運営
7）広報活動の充実
●会の運営に関する事業
＊理事会、評議員会、監事会の開催
＊会員加入の促進
（一般会員・賛助会員・特別会員）
＊企画・財政部会の開催

＊地域福祉活動計画の策定の取り組み
●ボランティア活動推進事業
＊ボランティアセンター運営事業推進
＊ボランティア友の会、ボランティアグループ

への支援

＊ボランティアの育成及び研修会の開催

＊災害復興支援に関する関係機関の連携・協力
●日常生活自立支援事業（まもリーぶ）
＊日常的な金銭管理
＊福祉サービス利用の援助

●障害者福祉活動
＊地域活動支援センターの運営（受託事業）
●地域福祉事業
＊活き生きサロンの支援
＊ひだまりの丘・まるごと茶屋の事業活用

▲おもちゃ病院の様子

●高齢者生活支援事業
＊在宅配食サービスの充実（週3回）
＊ひとり暮らし高齢者への非常持ち出し袋の配布

●子育て支援事業
＊子育てサロンの支援
＊おもちゃ病院の支援

●青少年健全育成事業
＊福祉体験学習

（夏休み小・中学生福祉体験講座）
＊大和町児童・生徒書き初め大会の支援
●生活援護事業
＊生活安定資金貸付
＊生活福祉資金貸付
＊歳末たすけあい募金配分

●生活相談事業
＊生活相談所の開設（月1回第2木曜日）

＊法律相談所の開設（年2回6月・2月）
●広報事業
＊社協だより発行（年4回）
（ボランティアセンターコーナー含む）

＊まはろば夏まつり等への参加

＊広報編集委員会の開催（年4回）

＊震災避難者との交流会の支援

＊ホームページの運用

●関係機関との連絡調整
＊行政との連携
＊各種福祉団体への助成及び協力
福祉のまちづくりを進める本会の
活動にご理解とご支援を賜り会費の
納入のご協力をお願い申し上げます。
特別会費10．000円／一口
賛助会費
2′000円／一口
一般会費
800円／一世帯
なお、各地区の区長さんを通して会費の納入をお願いして
おります。皆様からいただいた会費は、地域福祉事業の重要
な財源として有効に活用させていただきます。
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＊団体の事務局

（民生委員児童委員協議会・遺族会
・ボランティア友の会・老人クラブ連合会）

＊支援・協力団体
（身体障害者福祉協会・手をつなぐ育成会・

母子福祉会・日赤奉仕団・保護司会・更生
保護女性会）

地域のつながりで詐欺被害を防ごう

みやの森幼稚園で花植え交流
6月13日（金）、敷地面積5万最と「日本一広い

幼稚園」で知られるみやの森幼稚園を、大和町民児
協児童福祉部会員9人が訪問し、園児の皆さんと一
緒に花植えを行いました。「このお花の名前はな
に？」等と子供たちと楽しく会話をしながら作業を
し、あっという間に花壇は色とりどりの花でいっぱ
いになりました。短い時間でしたが子ども達の笑顔

と活気に満ちた笑い声が溢れ、民生委員からは「こ
れからも地域の子ども達との交流を続けていきた
い」とのお話がありました。
・＝ご

6月17日（火）、城内西活き生きサロンが開催さ
れ、大和警察署の小堀佳子巡査部長を招き防犯教室
を開きました。詐欺について分かりやすくご講話い
ただいた他、DVDを鑑賞して対応方法を学びました。
小堀巡査部長の「ご近所同士でのあ話が防犯に繋が
ります。不審なことがあったら抱え込まずに、ご近
所や警察に相談して欲しい。」という言葉に、参加
者からも質問が相次ぎ活発な情報交換が行われてい
ました。

災害時相互支援協定の締結

〜県市町村36社協が協定を締結〜
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▲組ごとに分かれ花植えをしました。

ひだまりの丘除草作業
賀

∴議こご＿ 慨ぎ弧・一五j

平成23年3月11日の東日本大震災にあいて、宮

城県では多くの人々の尊い命と財産か失われま
した。被災された住民の日常生活が大きく変化
する中、県内社会福祉協議会では「災害ボラン
ティアセンター」一を長期にわたり運営しました。
今回県内の市町村社会福祉協議会と県社会福祉
協議会か、より専門性の高い支援活動か迅速か
つ効果的に行われることを目白訓こ相互支援協定
を締結しました。
災1i減損JJ二支持協定諦蒜一一i武
i
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▲渋谷会長（前列中央）ほか有志の皆さん

6月5日（木）城内中地区常盤会の皆さんが、今

▲6／19県内の社協会長が出席し締結式が行われました

年もひだまりの丘の除草作業を行いました。この
活動は、大和町老人クラブ連合会の各単位クラブ
か地域の奉仕作業を積極的に行ってあり、常盤会
会員16名か早朝より汗を流しました。
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金紗軍勢禦聖二きまゴ〔

大和町ボランティアセンター
TEL・FAX

022−345−2156

E−mall taiwa−Shakyo1967
＠poem．ocn．ne．Jp

URL http．／／www，talWa−Shakyo．or．JP

5月27日（火）大和町ボラセンで募集した施設清
掃ボランティアに4名が参加し、宮城県船形コロニ
ー「とがくら園」で施設利用者が集まるコミュニテ

ィールームの窓ふきをしました。「利用者の方々は
静かにくつろいでいて優しく迎えてくれました。」
「窓をふきながら利用者とおしゃべりをしたり、こ
いのぼりの歌を
歌ったりしなが

6月6日（金）大和町の赤十字奉仕団員74名が集
まり、大和町保健福祉総合センター「ひだまりの
丘」の公園内の除草作業とAEDの取り扱い講習を
行いました。

らあっという間

にきれいな窓に
なり私の気持ち
もきれいになり
ました。」など
の感想が聞かれ
ました。

▲心肺停止は生命の危機です。みなさん一生
懸命、練習しましょう！

講座開催の訴知らせ

感

想
01人1体のトレーニングキットで心肺蘇生の

☆日

時：8月4日（月）10：00〜12：00

☆会

場：もみじケ丘2丁目会館

☆内

容：聴覚障害者についてのお話と手話体験

☆募集対象：小学3年生

練習はとても良かった。

○雑踏の中では耳を寄せないと、AEDの声が
良く聞こえない。

○心肺蘇生はドキドキするので、何回も練習し
ないとね。

〜6年生

☆申込締切：7月25日（金）

○なかなか手順が覚えられないけど。何回も講
習を受けたいです。

☆日

時：8月12日（火）10：00〜12：00

☆会
場：もみじケ丘2丁目会館
☆内
容：手話体験講座
☆募集対象：中学生
☆申込締切：8月1日（金）

フルタフ収集ボランティア
ママーズ早坂さん、茂泉妙子さん、第一商事今野
さん、高橋海月さん、高橋みつ子さん、うちだりょうさ
ん、二幡さだ枝さん、駒場てる子さん、目黒さん、加藤

☆日

☆会

時：10月2日〜10月30日

毎週木曜日 全5回
場：大和町保健福祉総合センター
「ひだまりの丘」

☆内
容：初心者向け手話講座
☆募集対象：一般
☆申込締切：9月10日（水）
㌢：ヾ各種講座の参加申込みはボランティアセンター
くTEL345・2156）まで

圏たいわ社協だより第97号

尚道さん、野村例さん、大平下老人クラブの皆さん、
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
ゴミの集積所から集めるのはやめましょう＊＊＊＊

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。

募

集

（仙台市青葉区春日町2−1）
「映画上映・トークショー」

ボランティアきん募集
℡34512156 大和町ボランティアセンター

固8月16日（土）13：00〜16：00

ボランティアさんのお手伝いを

7月14日（月）交流サロン
8月25日（月）交流サロン
9月29日（月）南川ダムで芋煮会の
予定（参加申込みが必要）

8せんだいメディアテーク7Fシアター

田参加費：無料

募集しています。
田宮城県船形コロニー「とがくら
園」内

子育てサロン開催のお知らせ
◆子育てサロンきらきら

ひなたぼっこの会開催のお知らせ

園13：30〜14：30

図7月11日（金）・8月8日（金）・

℡345・2156 大和町ボランティアセンター

（ボランティアさんの都合の良い日）

9月12日（金）、10：00〜11：30

宙窓ふき、車いす清掃など
髄活動希望の方は大和町ボランティ
アセンターまでお申し込み下さい。

隠大和町町民研修センタ一局子育
て支援ボランティアグループ・きら

第22回宮城シニア美術展作品募集

きら笹代表・佐々木342−2444
◆子育てサロンぽっぽこ
囲7月17日（木）・8月はお休み・

℡223・1171http：／／www・miyagi−Sfknet／

9月18日（木）、10：00〜11：30

どなたでもご参加いただけるお
茶飲み会です。
囲7月10日（木）10：30〜
8月28日（木）10：30〜
9月25日（木）10：30〜

◎ひだまりの丘田会費100円、申込
不要

宮城県社会福祉協議会いきがい健康課

田杜の丘会館閻子育てサロンぽっ

募集対象：日本画・洋画・書・写真・

ぽこ窃代表・佐藤358−9818

ももたろう（手話交流会）開催のお知らせ

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

◆両サロン共通事項 0歳〜未就
学の子どもとその親、祖父母など
葛無料（お子さんに必要な飲み物・お

℡345・2156 大和町ボランティアセンター

アマチュアの方

やつなどはど持参ください）

回7月29日（火）10：00〜12：00

出展申込料：1作品500円（出展は
各部門1人1点）
申込期間：平成26年7月1日（火）

おもちゃびょういん

〜10月31日（金）

垂ヨひだまりの丘
巴ヨ参加費：無料

℡090欄616・2636 おもちゃ病院ひまわり院長勝又

展示会場：宮城県美術館 県民ギ

8月19日（火）10：00〜12：00

ひまわり開院のお知らせ

壊れたおもちゃをお持ち込みくだ

展示期間：平成26年12月18日（木）

さい。お子さんからお話しを伺いなが
らおもちゃドクターがその場で修理し

〜12月21日（日）

ます．

ャラリー

入場料：無料
審 査：各部門選任審査員が審査
します。（表彰式あり）
1入賞作品は、平成27年開催予定
の「ねんりんピックおいでませ！山
口2015」美術展部門へ出展いただ
きます。

イベント
2014みやぎ県ボーダレスアート美術館第1弾

人生を切り開く平川病院の自己表現展
℡347・0028

二シピリカ

（黒川こころの応援田内）

「展示会」
薗8月15日（金）〜20日（水）
田せんだいメディアテーク5Fギャラリー

手話初心者でも気軽に参加でき
ます。申込み不要です。

圏8月17日（日）10：00〜12：00

生活相談所開設日のお知らせ
℡345・2156

大和町社会福祉協議会

日常生活の困り事、心配事はあり
ませんか？相談員が親身になってご
相談に応じます。

園大和町町民研修センター
★おもちゃドクターに興味のある方

圏7月10日（木）、8月21日（木）、

のお越しも大歓迎

田大和町役場1階会議室田無料

9月11日（木）、10：00〜15：00

東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

講座案内、イベント告知、ボランティ

℡345・2156 大和町ボランティアセンター

報を掲載しますも掲載したい情報が
ありましたら社会福祉協議会（TEL・

ようこそ大和町へお出でください
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。
歴）10：30〜14：00（出入り自由）

ア募集など、地域や福祉関係の情

FAX345−2156）までお寄せください。

※受付締切は平成26年9月5日
（10月1日発行）ですも

※内容によっては掲載できない場
合や内容を一部省略することが
ありますも

国ひだまりの丘

︵

︶
南
︶
町岡袋
中吉蒜

︶

︵

男香子
邦美豊

任
新

山田川
奥上品

任
斬

大和町社会籍祉協議会職員体制（平成26年4月1日付）

︵

●前広報編集委員 大場 昭夫様、
千坂 祐子様 長年に亘りご尽力
いただきありがとうございました。

■事務局

事務局長

門伝 永愛

福祉活動専門員

眞山めぐみ

ボランティアコ一升ネ一夕一 高平 恭子

※掲載情報は、スペースの関係で内容を省略してあります。

■地域活動支援センター
工房ななつもり

指導員
指導員
指導員
指導員

山下十四子
高橋 礼子
遠藤 和子
最知真由美

平成26年7月1日発行垣臨

醇掛発信！鰯惨醜弛
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

こんにちは。夏が近づき、万緑の七ツ森が楽しみですね。
あいの郷では、毎日パン作りや移動販売をスタッフ、利用者
さん一丸となって頑張っています。見学や体験も行っており
ますので、お気軽にお問合わせください！

昨年の秋、ある家族の方からカモミール（ハーブ科）の苗を
頂き、畑に定植し大事に育てました。それを5月上旬鉢上げし
て営業したところ、近くの方から大口での注文があり「皆で感激
しました」。今後共、地域との繋がりを大事にしたいと考えます。

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

8月には仙台で、八王子の精神科病院内造形教室の作
品展と記録映画とトーク。10月には吉岡で織物、絵画、そ

FAX346−2305

小野字前沢l

して一般美術家も招待してのアートのお祭りを開催。アート
を通して心の豊かさを考えていきます。

最新式のティルト式リクライニング車椅子を数台購入し
ました。身体状況に合わせた細かい調整が出来て身体にフ
ィット。ど利用者から好評でした。これからもいろいろな福
祉機器に目を凝らし、活用できればと思います。

大和町地域活動支援センター工房ななつもU

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

工房のお花見会も終わり、日に日に暖かくなり、山の木々
も新緑に様変わりする頃になりました。工房ななつもりでは、
作業だけではなく、さをり織りなどもしていますので興味の
ある方はお気軽に見に来てください。

FAX344−3231吉田字新要害10番地

診療所、グループホーム、居宅介護支援事業所を併設し
医療と介護の両面から高齢者の「あたりまえ」の生活を支え
ます。ケアという関わりを通し、住みなれた地域で、これから
も皆さまとゆるやかにつながっていきたいと願っています。

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

気温が高い、湿度が高い、急に暑くなった、風が弱いなど、
こんな日は熱中症に注意が必要です。室内でもこまめに水
分や塩分を補給し、休憩をとり、涼しい服や日傘や帽子をか
ぶるなどの工夫をしながら熱中症を予防していきましょう。

FAX779−7786

吉田字高田西34番地

「まはろばの里たいわ 居宅介護支援事業所」を開所致
しました。介護保険のお手続きやサービス調整などはもち
ろん、ご家庭での何気ない悩み事にも相談・対応をさせて
頂きたいと思います。是非、お気軽にお立ち寄りください。

地域支援センターばれつとよしおか

在宅心身障害者保養施設宮城県七ツ森希望の家

TEL344−3620

TEUFAX345−3701吉田字上童子沢21

FAX344−3595

吉岡字南金谷下8−7

「ばれっとよしおか」は黒川郡内の障害児者の相談支援
事業所です。各種福祉サービスの利用、年金申請、療育等の
相談やサービス利用計画の作成を行っています。ど本人、
ご家族、関係者の皆様のご利用をお待ちしております。

希望の家は陣がいのある方とそのど家族がリフレッシュ
できる場所です。日帰りでも無料でご利用できますのでぜ
ひ、お立ち寄りください。その際は事前にお電話いただけれ

いこいの家 たんばぽ

障害者支援施設宮城県船形コロニー かまくら園

TEL345−7822

FAX345−7828

吉岡字古館25−2

当所では、利用者様が織った反物で、保護者や地域ボラ
ンティアの方が、バッグや小物を作っております。興味のあ
る方がいましたら毎月第2・3火曜に大和町研修センター
にて行っておりますので、一度見学しに来てください。

養護老人ホーム儲楽園
TEL346−2221FAX346−2222

TEL348−4856

FAX344−0951吉田字上童子沢21

当園では、自閉症などの行動障害や、重い知的障害がある、
21歳から75歳までの64名の皆さんが生活されていま
す。町内に出かけることもありますので、コロニーの車を見か
けたときには、是非声をかけてみてくださいね。

鶴巣桜の家
小野字前沢31−1

毎週火曜日に民謡ボランティアで来園いただいている先
生が、5月11日（日）にお弟子さんと来園し、歌や踊りの発
表会をしてくれました。利用者の皆さんも一緒に唄ったり、
踊ったりと大いに盛り上り楽しい一時を過ごしました。

！四たいわ社協だより第97号

ばと思います。よろ．しくお願いいたします。

TEL347−7181FAX343−2272

鶴巣下草字観音堂68−1

こんぬずは！びっちもぬぎわう季節になりやした。桜の家で
は、5月に施設前のつつじを見て『やまつづづ！たまげでうずぐ
すいどだなやあ〜』＝（やまつつじ！とっても綺麗だね〜）っと評

判でした。是非来年のつつじの咲く頃に、来て兄でけさいん。

おもちゃびょういん「ひまわり」

▲ る﹂ことを目指

を聞きながら治療を始めます︒
目の前で次々と治していくド
クターは子ども達の魔法使い︒

ーる関心を高め
した活動に生

ドクターの皆さんは﹁自分の趣

が無事に帰ると大喜びです︒

◆お気軽にお越し下さい
診察では︑おもちゃが治るか
阻345−2156

お問合せ⁚大和町社会福祉協議会

に活動を続けていきたい︒﹂と
語ります︒子ども達の笑顔に支
えられ︑ひまわりは5回目の
夏を迎えます︒
ご自宅に壊れてしまったお
もちゃはありませんか？おも
ちゃドクターにご興味のある
方はいらっしゃいませんか？ど
なたもお気軽に遊びにいらし
てください︒
︵関連悶︶

味が子ども達の笑顔に繋がり
大変嬉しい﹂と目尻が下がり
ます︒勝又院長は﹁治った時の
充実感と子どもたちの笑顔が
最高の診療報酬︒これからも
地域の子ども達の笑顔のため

子ども達も目を輝かせ治療に
見入り︑元気になったおもちゃ

きがいを感じて
いるボランティ
アグループです︒
開院！

ども達に﹁ものを大切にする

心配そうな子どもにドクター
が優しく語りかけ︑遊び方等

ありがとうございます

あたたかい善意

︵平成26年3月16日〜6月15日︶

トータリゼータエンジニアリング㈱

サテライト大和様

金 四六︑〇二一円
日本郷土民謡森水会様
金 五〇︑〇〇〇円
大和寿苦楽事務所様
金 三〇︑〇〇〇円

カラオケサークルドレミの会様

匿

名様

名様
金
金

名様
金

名様
金

名様

一︑五〇〇円

一︑五〇〇円

一︑五〇〇円

一︑五〇〇円

一︑五〇〇円

一︑五〇〇円

一︑五〇〇円

三︑〇〇〇円

三︑〇〇〇円

一五︑〇〇〇円

金 二七︑一八四円
大富テレビ受信組合様
金 九一︑〇〇一円
みんぶか愛好会様
金 三〇︑〇〇〇円
大和盆栽愛好会様
金 一三︑〇〇〇円
吉岡地区老人クラブ連合会様
金
二︑八〇〇円

匿

名様

金

匿

匿
匿
匿

名様

金
匿

名様

名様

金

名様

金

金
匿

匿
匿

金

︵眞山︶

づくりに励んでいきたいと思

関係団体と協力しながら地域

は︑これからも地域の皆さんや

れています︒社会福祉協議会で

は各地域で様々な活動が行わ

楽しみにつながる⁝︒大和町で

思いが形となり︑地域の発展や

を飾ってくれました︒地域への

たね︒さて︑今号は元気いっぱ
いの大和町の子供たちが表紙

祭りのにぎわう頃となりまし

蝉の声もひときわ高く︑夏

編集後記

社会福祉法人大和町社会福祉協議会

います︒

E団

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

◆ひまわり

平成21年夏︑

で﹁おもちゃド

大和町と大郷
町の社会福祉
協議会が共催
′ クター養成講座

﹂を実施し︑そ
の後受講され
﹁ひまわり﹂が開院しました︒

た有志12名により︑同年10月

ドクターは会社員や主婦など

様々で︑各分野の名医が自分
の得意とする治療を担当し︑
時には名医同士知恵を出し合
い研究することもあります︒月

1回の定期開院︵大和・大郷・
松島︶の他︑少しずつ活動の輪
が広がり現在では仙台市で活

にもご協力をいただきながら︑
近隣市町村のイベントにて臨
時出張開院も対応︒開院から
今日までの約5年の間に57
3件の診療を対応し︑内51
1件を完治しました︵完治率

動中の﹁チャチャチャ﹂・﹁ころこ
ろ﹂両おもちゃ病院のドクター

おもちゃ病院とは︑養成講座
を受講した﹁おもちゃドクター
﹂が︑子ども達の大切なおもち

89．2％︶︒

気持ち﹂やおもちゃの仕組みを
伝え﹁ものつくりや科学に対す

理︶をします︒活動を通して子

まわりをご紹介いたします︒
◆おもちゃ病院？

ゃを原則無料で診療・治療︵修

せんか？今回は子ども達の魔
法使い﹁おもちゃドクター﹂と
して活動中のボランティアグ
ループ︑おもちゃびょういんひ

う一度生命を吹き込んでみま

が︑その大好きなおもちゃにも

もちゃだからこそいつも一緒に
いるのに︑思いがけずに壊れて
しまうこともしばしば⁝︒壊
れたおもちゃを捨て新しいも
のを購入することは簡単です

る大切なおもちゃ︒大好きなお

子ども達にとって宝物であ

「診療報酬はこどもの笑顔！」

