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カフェ で楽しいひととき
〜志口二岬］ふいきい普カフェ〜
6月2日（火）、志田町会館に「志田町いきいきカフェ」がオープンし
ました。活き生きサロンの活動時に、「お茶っこ飲みが出来たらい
いな」との声が寄せられたことをきっかけに、カフェの開催に至っ
たとのこと。
児玉区長より「こんな事したい！と思っていることを、もっと要望し
てください。地域の皆さんが楽しめることをどんどん形にしていき、
地域を盛り上げたい」と挨拶があると、会場からは大きな拍手。美
味しいお茶と楽しいおしゃべりをしているうちに、カフェは「歌声喫
茶」へと早変わりし、リクエストも飛び出すくらい大盛り上がりでした。
参加者からは、「来月も元気lこ参加したい」との声が多く聞かれ、
たくさんの笑い声が溢れていました。
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日26年度決算書

・社協・地域福祉関係記事
ボランティアセンターコーナー
たいわ福祉情報掲示板
地域へ発信！100文字いんふあ
ひだまりな人ズームア、ソプ 他

猟

社会福祉法人大和町社会福祉協議会

平成26年度事業報菖
会の運営に関する事業
＊理事会（3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

28件

＊弁護士相談会の開催（年2回）
件数 7件

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）

ボランティアセンター運営事業
＊相談・登録・斡旋事業
ボランティア保険加入（1，349名）

＊ボランティア情報誌発行（年4回）
＊講座開催
夏休み小学生手話講座（7名）
手話初級講座 5回
＊研修会の開催
配食サービスボランティア交流研修会
ボランティアセンター研修会
「傾聴ボランティアとは」（39名）

＊募金・収集活動
盲導犬育成ボランティア活動
プルタブ収集活動
＊運営事業推進協議会の開催

＊おもちゃ病院ひまわりの支援

広報事業
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
＊まほうば夏まつりへの参加

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
＊大和町児童生徒書初め大会支援

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1，734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

＊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 r
＊行政との連携
＊各種福祉団体への助成及び協力
＊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・七ッ森手話サークル）

震災復興支援事業
＊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4回

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 145回 2，603食

＊ひとり暮らし高齢者への非常持出袋配布事業
配布数：50セット（H16〜延べ636セット配布）
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社会福祉法人大和町社会福祉協議会

平成26年度会計決算
自平成26年4月1日至平成27年3月31日
勘 定 科 目

予 算（A）

事 業 活 動 に よ る 収 支
寄付金収入

受

金収入

事

14，195，000

9，340，000

竺収入

共

決 ㌍（B）

12，089，893

9，352，250

432，000

司克余配分金事業収入

その他収入

2，319

48，801

串業活動収入計（1）

施設整備等貸金収支差

681

事業区分R

−150，000

繰入金収入

その他の活動による収入

その他の活動収入計（7）
支 出

33，289，267

0

共同募金配分金事業支fH

3，700，000

137，446

116，554
当期資金収支差額合

事業活動支出計（2）

34，268，000

事業活動賃金収支差額（3）＝（1）−（2）

30，268，764

￣1，467，000

3，999，236

3，020，503

自平成26年4月1日至平成27年3月31日
勘

定

科

目

会費収益

当年度決算（A）

5，265，500

寄付金収益

5，194，600

1，104，623

サ 1 ビ ス 活 動 増 減 の 部
経常経費補助金収益
受託金収益

収 益

9，352，250

事業収入

12，549，314

9，572，100

399，727

共同募金配分金収益

−219，850

5，026，154

4，536，758

0

4，297，064

勘

定

5，329，000

科

239，694

目

当年度決㌍（A）

負担金支出
減価償却費
引当金繰入

204，281

−66，835

384，868

492，498

−107，630

0

492，962

サービス活動費用計（2）

29，051，475

1，668，663

流動資産

105，736

−56，935

110，469

−59，349

−36，600

受取利息配当金収益
1，719，783

特別収益

1，561，487

・（8）

特別nrH

1，208，241

汽

産

目

当年度末

16，288，331

未収金

255，450

立督金

0

前払余
同定貴慮

定期預金

188，060
19，399，743

長期貸付金

退職給付引当貸産

運用基金積立預金

8，298，302

3，975，843

4，424，415

自動車準備積立預金

750，186

負

債

0

産

の

部

合

計

37，017，004

減価償却の累計額 5，388，793円

訂団たいわ社協だより第101号

−4

4

3，850，277
2，481，164
−1，369，117

0

1，013，791
250，000

0

0

−1，013，791

252，410

18，432，236

0

−205，000

−2，410

126，000

647，565

合

計

産

基本金

966，754

−20，547

915，852

6，799，244

915，852

7，858，208

576，116

部

1，000，000

9，150，444

1，000，000

0

8，897，972

3，974，600

4，424，415

4，423，310

750，186

18，432，236

（うち当期活動増減差額）

500，062

16，962，453

1，719，783

0

1，243

1，105
250，124

1，469，783

0

1，719，783

250，124

34，718，633

2，298，371

資

産

の

部

合

計

負偵及び純資産の部合計

28，582，680

37，017，004

26，860，425

1，722，255

34，718，633

0

0

252，472

3，975，843

自動車準備積立金

減

−319，189

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額

増

6，799，244

の

運用基金私立金

1，105

1，469，783

−339，736

92，210

8，434，324

社会福祉基金椋立金

1，243

∠1，423，310

部

前年度末

1，058，964

7，715，096

885，420

742，776

16，962，453

部

71，663

7，715，096

その他の積立金

−30，828

の

719，228

預り金

資

18，399，743

7，555，526

500，062

の

純

純

貸

0

13，112，176

当年度末

その他の未払金

退職給付引当金

3，974，600

社会基金積立預金

流動負潰

固定負債

1，000，000

585，540

目

−6，212，383

745，702

付i

科

7，842，934

885，420

615，003

714，874

711，540

360，279

第3等造幣

色

減

1，412，951

0

19，285，163

410，003

器具及び備品

360，283

∠1

基本金取崩額（14）

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）‡（14）†（15ト（16

増

1，000，000

1，000，000

車輌運搬貝

−1，369，117

18，682，236
1，719，783 16，201，072
3，08軋896

0

−2，414

−59，349

0

360，283

16，962，453

その他の積立金積立額（16）

−217，600

1，000，000

その他の固定貸産

3，088，900

特別増減差額（10）＝（8）−（9）

−28，838

部

前年度末

8，445，397

217，600

20，285，163

基本財産

の

6，467，833

188，060

4，733

110，469

360，283

一（9）

その他の積立金取崩街（15）

†1，309，768

15，318，890

現金預金

2，319

51，120

貸借対照表

16，731，841

減

2，518，009

2，978，431

平成27年3月31日航
科

増

−492，962

31，569，484

サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）

前年度決算（B）

51，120

3，558，792

137，446

−14，931，613

48，801

前期繰越活動増減差額（12）

3，529，954

−8，930，926

16，012，613

その他サービス活動外収益

2，672，749
−63，803
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
費 用事務費
人件費2，608，946
20，371，512
17，333，129
3，038，383
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）

共同妄主金配分金事業費

50，00

第2笥ふ翳

経常増減差額（7）＝（3）＋（6）

32，029，906

0

−6，001，687

14，259，926

1，080，000

サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）

3，464，667

1，752，687

サービス活動外収益計（4）

37，964

33，238，147

−4，249，000

当期末支払貸金残高（11）十（12）

減

36，600

−459，421

361，763

サービス活動収益計（1）

罫業費

253，761

介護保険事業収入

12，089，893

椚

70，900

850，862

十（11）＝（3）十（6）＋（9ト（10）

事業活動計算書

前年度決算（B）

−1，463，224

50，000

前期末支払賃金残高（12）

−4，487，503

−360，110

1，657，000
173
231，827
1，686，941

−1，118，776

予備費（10）

158，224

360，110

993，000
232，000
2，346，059

827

223，717

992，776

0

−2，582，000

173
583，000

1，227，283

二■抹業区分問繰入金支出

その他の活動賃金収支差勧（9）＝（7）−（8）

254，000

−960

867，000

1，151，000

960
960

−360，110

1，000

業門支出
5，653，000
4，536，758
1，116，242
その他の活動による支出
2，650，000
支 出
人件空電支出
20，934，000
19，455，660
1，478，340
サービス区分間繰入金支出
事務費支出
13，727，000
2，608，946 3，529，954
1，118，054 170，046
その他の活動支出計（8）
4，033，000

負担金支出

−149，040

360，110

1，450，000

1，451，000

積立資産支出

−488，267

差異（Aト（B）

同定主等産取得支出
150，000
149，040
支出計（5）
150，000
149，040

額（6）＝（4）【（5）

収 入

決 算（B）

安定貸金欠損補てん繰入収入

−1，326，154

−47，801

32，801，000

予 算（A）

−145，500
支 出
施設整備尋

32，273

5，026，154

3，000

1，000

勘 定 科 目

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

399，727

3，700，000

受耳締り息配当金収入

2，105，107

−12，250

（単位：円）

差異（A）−（B）

収 入
会費収入
5，120，000
5，265，500
10，000
1，104，623
−1，094，623

経常経費補助金収入

第1号の1様式

資金収支計算書

2，298，371

〜ごきげん座がやってきたJ〜
子育てサロンきらきら
6月12日（金）、子育てサロンきらきらにて

「ごきげん座」の皆さんに楽しい親子企画を開催
していただきました。当日は初めての万も含めて
50組の親子か訪れ、ほのぼのとした雰囲気の中、
ごきげん座の人形劇やパネルシアター、大きな絵
本などを楽しみました。参加された万からは、
「初めはいつもと違う雰囲気に戸惑っている様子
でしたが、次第に笑顔か見せてくれ、最後は帰り
たくないと泣かれてしまいました」と話されてい
ました。
ごきげん座の皆さん、みやぎ生活協同組合の皆
さん、ありがとうございました。

▲人形劇では、子どもたちも釘付けに！

地域の住みよい環境づくり
城内中老人クラブ
城内中常盤会か6月5日（金）早朝よりひだまり
の丘の除草作業を行いました。
この奉仕活動は老人クラブの≡大事業のひとつ
として例年取り組んでいます。予定の時間か過
ぎた頃には、子どもたちの登校時間lこなり声掛
けをしなから作業を終えました。
ご協力ありがとうございました。

安心できる地域づくりへ向けて
大和町民児協 高齢者福祉部会
5月29日（金）町民研修センターを会場に、
今年4月より改正された介護保険制度について、
大和町地域包括支援センター菅井氏を講師に研
修会を開催しました。講師から説明を受けた後、
地区を超えてのグループ討議を行い、同じ町内
でも地域ごとに抱える課題の違いや活動の様子
等を改めて認識する機会となりました。
10年後の2025年には、団塊の世代が75歳以上

の後期高齢者になります。大和町民児協では、
誰もか安心して暮らせる地域であるよう、今後
もどのような活動ができるか研修会を重ねてい
きたいと思います。

▲「10年後の大和町」について熱く討議

備えあれば安心

〜救急法の基礎知識〜

6月5日（金）日赤宮城県支部大和町分区の講習
会かひだまりの丘で開催されました。外出先でケ
ガをした際の応急手当の方法など、身近なものを
用いなから各グループで意見を出し合い、実践を
通して学びました。

▲15名の会員が汗を流しました。
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「傾聴」とは柏手の話をありのままに受け止めて

「聴く」こと。相手の心に寄り添い、お話を聴きま

耳が聞こえないってどんなこと？声をかけても大

丈夫なの？手話ってなんだろう？

す。「傾聴ボランティア」は心に寄り添うための基

夏休み中に耳が不自由な人のことを勉強してみませ

本的知識や技術を身につけた話し相手ボランティア
です。

んか？

○日 程 平成27年9月（3週連続講座）
○会 場 大和町町民研修センター（吉岡古館）
○対象者 傾聴ボランティアに興味のある方、施設
ボランティア、民生委員児童委員、お元

○日 程 平成27年8月6日（木）

気訪問員、活き生きサロンボランティア、
愛の訪問配食サービスボランティア等
○講 師 NPO法人仙台傾聴の会
○参加費 無 料

森山英子氏

1

2

3

・良い聴き手になるために

9月11日（金）
10：00〜15：00

・ロールプレイングとは
・事例を使ってのロールプレイング

9月18日（全）

への傾聴
・認知症について、認知症の方

10：00〜15：00

○対象者

小学1年生から6年生

○講 師
○参加費

宮城県ろうあ協会手話講師、手話通訳者

○締 切

平成27年7月31日（金）まで

定員20名

無料

大和町社会福祉協議会
ボランティアセンター

容

9月4日（金）

10：00〜15：00

杜の丘会館（杜の丘一丁目）

○主 催

（℡345−2156）

内

○会 場

（℡345−2156）

○締 切 平成27年8月20日（木）まで

開催日時

10：00〜12：00

・傾聴の三本柱

・被災者支援の傾聴について

フルタフ収集ボランティア
高橋正志さん、早坂和暦さん、野村さん、小岩さん、

瀬戸さん、中町活き生きサロンの皆さん、吉岡児童
館の皆さん、もみじケ丘地区・杜の丘地区の皆さん、

吉岡婦人会上町支部の皆さん、その他多くの匿名
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社会福祉協議会までお願いします。＞

出たいわ社協だより第101号

募

集

第23回宮城シニア美術展作品募集
℡223・1171

宮城県社会福祉協議会いきがい健康課

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

定。更に、地域のみなさんも参加しや
すい交流スペース等も展開予定。そ
して…特別ゲストの参加を現在交渉
中日。天候や都合により、日時の変更
も考えられますので、開催・時間につ
いて、ホームページもしくはお問合わ
せ頂き、ど確認ください。

アマチュアの方

にしびりかの美術館オープニング展示

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27年7月1日（水）

「癒しとしての自己表現展〜名倉要造〜」

〜9月30日（水）

展示会場：宮城県美術館 県民ギ

℡347・0028

ました。美味しいお茶をいただきな
がらみんなでおしゃべりするサロン。
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。
囲10：30〜14：00（出入り自由）

国ひだまりの丘
7月13日（月）交流サロン
8月24日（月）交流サロン
9月28日（月）南川ダムで芋煮会の
予定（参加申込みが必要）

nisipiri【a

（黒川こころの応援団内）

田参加費：無料

圏6月1日（月）〜8月31日（月）

園にしびりかの美術館
（吉岡館下47街の喫茶店の奥にあ

ひなたぼっこの会開催のお知らせ

展示期間：平成27年11月19日（木）

るnisipirica展示室）

〜11月22日（日）

どなたでも喫茶店を通過して、入
場無料でご覧いただけます。

どなたでもご参加いただけるお
茶飲み会です。

ャラリー

http‥／／www・miyagi−Sfk・net／

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）
■入賞作品は、平成28年開催予定
の「ねんりんピック長崎2016」美術
展部門へ出展いただきます。

℡342・2444

子育てサロンきらきら

代表・佐々木
親子が自由で安全に集えるサロ
ンです。お友達とたくさんのおもち
ゃで元気に遊んだり、他の親子やス

℡211−2576

タッフと気軽におしゃべりしたり…、
子どもを見守りながらほっと一息し

花づくりや縁の育成を通して、地域
づくりや人々との交流を行っている
団体を募集します。
田地域や団体を対象とします。花づ
くりや緑の育成を通じて、地域づく
りや人々との交流を行っている自

囲7月9日（木）、8月20日（木）、
9月10日（木）、10：30〜

子育てサロン開催のお知らせ

みやぎ花のあるまちコンクール
すぼらしいみやぎを創る協議

℡345−2156 大和町ボランティアセンター

孝せんか。イベントも開催していま
すので、お気軽に遊びにきてくださ

田ひだまりの丘
田会費100円、申込不要
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。
⑱7月9日（木）、8月20日（木）、
9月10日（木）、10：00〜15：00

い。

田大和町役場1階会議室

囲7月10日（金）、8月7日（金）、

田無料

9月11日（金）

田大和町町民研修センタ一

総合相談センターからのお知らせ

治会（町内会）、子供会、老人クラブ
等。（個人宅は除きます）
銅申込書とカラー写真（花や緑の
豊かな様子5枚、作業の様子5枚）
添えで提出してください。申込書は
「すぼらしいみやぎを創る協議会」

環無料
甜0歳〜未就学の子どもとその親、
祖父母など
★お子さんに必要な飲み物・おや

℡223．1165 宮城県高齢者総合相識センター

のホームページからダウンロードで
きます。
応募先：〒980−8570仙台市青葉

おもちゃびょういん

区本町三丁目8−1宮城県環境生
活部共同参画社会推進課内

イベント

つなどはご持参ください

ひまわり開院のお知らせ
℡090・8616・2636 おもちゃ病院ひまわり院長勝又

宮城県高齢者総合相談センター
では、法律相談・医療相談（認知症、
うつ等）・保健、介護等の専門相談
を行っています。法律相談・医療相
談は、予約制で面接相談ですが、来
所できない場合は電話での相談も
可能です。お気軽にご相談下さい。
田【予約受付】月〜金曜日

壊れたおもちゃをお持ち込みくだ
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
ます。

9：00〜17：00

圏7月3日（金）、7月17日（金）、
8月7日（金）、8月14日（金）、
9月4日（金）、9月18日（金）

第4回元気祭り

匂8月16日（日）10：00〜12：00

【相談時間】13：30〜15：30（1人30分）

℡779・7785

昏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

監！無料

まはろばの里たいわ（担当：松本・花渕）

圏平成27年7月25日（土）＊調整中

のお越しも大歓迎

垣】特別養護老人ホームまはろばの
里たいわ

曹今年で第4回を迎える、まはろば
の里たいわ「元気祭り」今年も昨年同
様に多くの出店やイベントを開催予

講座案内、イベント告知、ボランティ

ア募集など、地域や福祉関係の情
報を掲載します。掲載したい情報が

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

ありましたら社会福祉協議会（TEL

℡345・2156 大和町ボランティアセンター

※受付締切は平成27年9月5日

ようこそ大和町へお出でください

※掲載情報は、スペースの関係で内容を省略してあります。

345−2156）までお寄せください。

（10月1日発行）で■れ

平成27年7月1日発行［重

醇掛紺髄麿唾醜馳
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

初夏の良い日が続いていますが、値上げの春となり、物価の上昇などで生活
しづらくなってきていまも景気は上昇しているとは言いますが、その恩恵はま

FAX346−5044

宮床字下小路46−1

「とっておきの苦楽祭」に参加しました。今回の会場が、二度目の市民

だ感じられませんね。今後も物価は緩やかに上がっていきますが、物が高くな

広場（メインステージ）とあって皆様方の意気込みがいつもと違ったよう
でした。8年連続の出場、そして40名の参加で大きな歌で歌い、おもいき

ることは私たちの生活に直接関わることなので、今後の物価が気になりまれ

り踊ってきました。その後出店で食事をして楽しい一時を過ごしました。

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

生きているから表現する。表現するから生きている。表現はすべて
の人のモノ。その人の、表現しないではいられないモノと出会った時、

FAX346−2305

小野字前沢1

春と秋の交通安全週間にあわせて、和風園の利用者の

私たちは心惑える感動を覚えます。囚われる事のない自分自身の表
現。そんな展示をする「にしびりかの美術館」が吉岡で始まりました。

方々と職員が、交通安全の啓蒙活動を行っています。手芸ク
ラブの利用者の方々が作った「交通安全のお守りマスコッ
ト」を地域の方や職員に配り、安全運転を呼びかけています。

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

TEL345p2156

TEL344−3232

FAX345−7280

吉岡字館下88

FAX344−3231吉田字新要害10番地

工房ななつもりでも、七夕飾りの準備を始め、夏の訪れを
感じる季節になりました。工房では、さをり織りなども行って
おりその作品は、万葉おおひら館にて販売しております。ぜ
ひお手に取ってご覧ください。

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地域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、住み慣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おります。

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

熱中症の患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者であり、
室内においてもこまめに水分を補給したり適宜冷房などを
利用しましょう。また外出時は日傘や帽子の利用、暑い日は
無理をしないなどの工夫や注意をしていきましょう。

FAX779−7786

吉田字高田西34番地

今年で第4回を迎える、まはろばの里たいわ「元気祭り」。今
回も昨年同様に多くの出店やイベントを開催予定。昨年は雨
に泣かされた「元気祭り」。今年は、見事晴れますように！実は・・・
特別ゲストの参加を現在交渉中。皆さん、お待ちしております。

生活介護事業所吉岡すまいる

在宅心身障害者保養施設宮城県もツ森希望の家

TEL345−1910

TEUFAX345−3701吉田字上童子沢21

FAX345−1913

吉岡字石神沢30−2

吉岡すまいるでは、春にはお花見、シヤクヤク見物、夏に
は蓮見学、秋には大和町文化祭への出展、冬には白鳥見学
と行事が盛り沢山です。社会体験外出を通し、日中での活
動の充実と生活の拡大を図っております。

七ツ森希望の家は、障がいをお持ちの方とそのど家族の
ための保養施設です。7月〜8月にはプールもご利用いた
だけます。日帰りでのご利用も受け付けておりますので、ど
うぞお気軽にご連絡ください。

地域支援センターえいらく

障害者支援施設宮城県船形コロニー

TEL779−5091FAX779−5394

TEL345−3284

吉岡字中町32

FAX345−3984

吉田字上童子沢21

地域支援センターえいらくでは、グループホームで生活し
ている障がい者の方々の生活支援を行っております。同時
にホームでのお世話人の募集もしていますので、お気軽に
お問合わせください。

とがくら園は、重度高齢者及び医療的ケアを必要とする
方々が生活しており、車椅子使用者も多く、日常生活に良い
刺激になるよう歌や舞踊等のボランティアを受け入れてい

養護老人ホーム借楽園

鶴巣桜の家

TEL346−2221FAX346−2222

小野字前沢31−1

4月23日前庭でお花見会を行い、花見弁当を食べカラオケ
を歌い大いに盛り上がりました。また29日には、今年も民謡ボ
ラの先生とお弟子さん達が来園され発表会をしてくれました。利
用者の皆さんも一緒に歌ったり踊ったりと楽しく過ごしました。

［ヨたいわ社協だより第101号

ます。是非、いらしてください。

TEL347−7181FAX343−2272

鶴巣下草字観音堂68−1

おはようござりす〜！あづがったりきみがったりでがおっ
てませんか？桜の家の利用者様はいざなし元気です。昔々、
東京に出掛けた母が八百屋で「とうみぎけさいん」と話し、
買えずに泣いて帰ってきました。方言って難しいですね！

配食サービス運転ボランティア

稲垣忠きん高橋萱さん

︵稲垣きん︶﹁私は以前から空い
ている時間を使って何かでき
ることはないか？と考えてい
ました︒そんな最中に東日本
大震災が起き︑さらにその思い
が強くなり︑社協だよりの募
集記事を見たときに︵やってみ

したのがきっかけです︒﹂

ランティアの活動をしてきま
したが︑他に活動できること
はないか？と思っていた時に
社協だよりの募集記事を目に

︵高橋きん︶﹁これまでも音楽ボ

教えてくださいへ

を始め3年目を迎えた男性ボ
ランティアのお二人にスポット
をあて︑活動のきっかけなどに
ついてお話を伺いました︒
運転ボランティアのきっかけを

運転ボランティアとして活動

せん︒今号では配食サービス

だまだ女性のイメージが強く︑
大和町においても男性ボラン
ティアの人数は多くはありま

﹁ボランティア﹂というと︑ま

「できること」が「楽しみ」に変わったとき

に参加されています。

利用者さんとの交流の時間が

短時間の何気ない会話でも︑

︵高橋きん︶﹁定期的に訪問する
うちに︑利用者さんも私の顔
を覚えてくれて︑次第に世間
話などの会話が生まれました︒

か7

ようで楽しかったです︒﹂
利用者きんとはいかがでしょう

も増えていますが︑業者とは
違い同じ町民だからこそ分か

︵体調の変化︶なども分かるよ
うになってきました︒配食業者

問により︑利用者さんの様子

るということに責任感をもっ
て活動しています︒定期的な訪

せないもの︒その食事を届け

︵高橋きん︶﹁食事というのは︑
人が生活をしていく中で欠か

すか7

活動開始から3年目を迎えま
した︒今のお気持ちはいかがで

うくらいです︒﹂

︵稀壇きん︶﹁玄関のチャイムを
鳴らすと︵待ってたよ︶と笑顔
で迎えてくれる方が多いです︒
︵ありがとう︶と言っていただ
くことも多いのですが︑︵こち

とても楽しみです︒この楽し
みこそがやりがいだとも感じ

平成6年に大和町に転入
稲垣 忠きんもみじケ丘在住
（写真左） 地区のカラオケや卓球にも積極的

よう︶と思ったのがきっかけで
す
ね
︒
﹂

動もされています。

ています︒﹂

高橋 萱きん平成19年に大和町に転入
（写真右） 吉岡南在住
音楽ボランティア（生バンド）の活

活動を始めていかがでしたか？

◆プロフィール

らこそ︑ありがとうございま
す︶といつも感じています︒今
では︑担当日が待遠しいと思

大和町社会福祉協議会では、大和町からの委託事
業でひとり暮らし等の高齢者へ週3回（月・水・金）昼
食のお弁当をお届けする「配食サービス」を行ってお
り、13名の運転ボランティアが交代しながら、利用
者さん宅を訪問し手渡しをしています。水曜日は調
理ボランティアによる手作り弁当をお届けしており、
利用者の皆さんから好評をいただいています。

︵高橋きん︶﹁活動を始めた頃
は職員に同行してもらいまし
たが︑いざ一人で担当すると︑
利用者さんのお宅が分からな
くなり︑地域の方々に教えて
もらうこともありました︒ど
なたも親切でやぎしかったで
す
ね
︒
﹂
︵稲垣きん︶﹁同じ町内に住んで
いても知らない道が多くて⁝︒
地図を見ても分からず始めは
苦労しましたが︑慣れてくる
と大和町のことを知っていく

◆配食サービス

ることも多いと思います︒﹂
︵稲垣さん︶﹁利用者さんの顔が

見れて︑声が聴ける︒会話をし
ながら手渡しが出来る︒月に
数回の活動ですが︑元気な姿

籍集後記

が開くような気がします︒

季節を感じる紫陽花もだん
だん濃い色に変わり︑夏への扉

﹁のれん﹂・ほじける笑顔⁝︒主

一〇一号の表紙は﹁志田町い
きいきカフェ﹂の皆様に飾って
いただきました︒歓迎の粋な

催者の皆様のやさしさに︑胸に
あっいものが込み上げてまいり

地域の活動等︑今後も情報

ました︒

発信に努めて参ります︒
時節柄︑ご自愛専一にとお祈

りいたします︒ ︵品川豊子︶

声望

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

をみるとこちらも元気になり
ます︒中には︑利用者さん宅の

おとなしい犬が吠えたり︑玄
関先に猫の餌が出ていなかっ
たりと普段と様子が違う時︑

たこともありました︒ペットに

ペットがサインを出してくれ

も認められたことが嬉しかっ
たですね︒﹂

さいました︒

﹁何かできること﹂の思いが
活動に至り︑現在では﹁楽しみ
﹂に変わったお二人︒﹁活動を通
して地元︵大和町︶を知ること
も出来た﹂と笑顔でお話くだ

ください︒

﹁何か活動してみたい﹂とい
う方は︑ぜひお気軽にご連絡

℡345−2156︶

︵大和町社会福祉協議会

ありがとうございます

あたたかい善意

︵平成27年3月16日〜6月15日︶

金 三〇︑〇〇〇円

みんぶか歌と折りの祭典実行委員会様

金 二四︑〇二五円

カラオケサークルドレミの会様

一︑五〇〇円

吉岡地区老人クラブ連合会様
金
二︑八〇〇円
名様
金
四︑五〇〇円

金

名様

社会福祉法人大和町社会福祉協議会

