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町の文化やシンボルをかたちに
〜まほろば七夕まつり〜
8月8日（土）まはろば七夕まつりガ行われ、各地区のボランティア友
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た町のシンボルやイメージキャラクターなどを作品にしました。

会場lこ用意された竹竿へ飾り付けが始まると、参加した町内会や企

業・団体の七夕飾りが次々と立ち上がり笑顔と拍手に包まれました。
参加者からは「細かいとこうまでこだわった部分を見てほしい」と一生

懸命作った七夕飾りへの想いを語ってくれました。
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町の文化やシンボルをかたちに
〜まほうぼ七夕まつり〜

の会会員が「町制施行60周年」をテーマに作成した七夕を飾りました。

作品は、「七ツ森」や「アサヒナサブロー」、「伊達家」や「島田飴」といっ
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社協・地域福祉関係記事

まほろば夏まつり、工房ななつもり他
P4〜7 大和町災害ボランティアセンター

活動報告
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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

P12

ひだまりな人ズームアップ

他

大和町老泉クラブ連禽会大会結果

きずなを深めて
〜大和町身体障害者福祉協会〜

第34回親善ゲートボール大会
（6／23児童スポーツ広場）

8月28日（金）利府町総合体育館を会場に、
「第21回宮城県身体障害者仙台地方連絡協議

総参加数13チーム81名
優 勝 大平上（4勝＋42）
準優勝 小 野（3勝＋13）
第3位 宮 床（3勝＋12）

会体育大会」が開催されました。7種目の競技や
利府町のボランティアさんによるアトラクション

を通し、大和町だけではなく、他町村の会員との
絆が深まった1日となりました。

●グラウンド・ゴルフの部
【第34回大和町グランド・ゴルフ大会共催】

（9／4 落合教育ふれあいセンター）
総参人数 227名

団体戦
優 勝 蒜 袋（187）
準優勝 上 町（195）
第3位 吉岡南1（196）

第20回二ユtスポーツ大会
●ペタンクの部
（8／20 児童スポーツ広場）

個人成績
第1位 泉田一男【鶴巣】（29）
第2位 堀籠徳男【吉田】（31）
第3位 安藤忠一【落合】（32）

総参加数13チーム55名
優 勝 吉岡南二丁目A
（4勝＋24）

準優勝 宮床山田（3勝＋10）
第3位 八志田（3勝＋0）

8月2日（日）まほろばホールで開催された
「まほろば夏まつり」に、今年も「チャリティー
100円かき氷」を出店させていただきました。
暑い日には、やっぱり冷たいものが美味しい季
節！朝から沢山の方にご来場いただき、昨年を上
回る1，182杯と過去最高の売上げとなりました。
お買い求めいただきました皆さま、誠にありがと
うございました。

氏ユニ ー一

昨年よりもパワーア、リブ！昨年からのPR活動用
ポケットティ、ソシュの配布に合わせ、今年は社協
のかき氷店もお手伝い。朝からの行列で汗を流し
ながらの活動でしたが、お買い求めいただいた皆
さんの笑顔に元気をもらい、委員全員で最後まで
笑顔で楽しく活動することが出来ました。

ネパール地震とは？
今年4月25日にネパールの首都カトマンズ近郊
を震源にM7．8の地震が発生。8千人以上の犠牲者
に2万人を超える負傷者、57万戸の家屋の全半壊
に加え土砂災害など、生活基盤に甚大な被害がでま
した。

ネパールでは日本のように避難所や仮設住宅など
を整える基盤がなく、災害ボランティアセンターのよ
うな活動もまだ萌芽期と言われています。

皆様からの善意はネパールへ 売上金配分報告
かき氷の売上金（￥118，200）を社協と民生委員
で折半し、それぞれの名義で下記のとおり送金しま
した。ご協力ありがとうございました。

◆ネパール地震災害福祉活動支援
大和町社協
大和町民児協

￥59′100
￥73，800

＊大和町民児協ではかき氷の売上金のほか、委員
各々からの協力金を合わせて送金しました。
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8月4日からの4日間、実習生が社協の事業や取り組みなどを学ぶため体験学習に参加しました。

実習に奉加して
東北福祉大学三年 高橋 由里子
私は地域福祉を学ぶために、住民にとって身近
な市区町村社協の大和町社協で4日間体験学習
をさせていただきました。
体験学習では大和町社協か行っている子育て支

援事業や高齢者福祉事業などに同行させてもら
いながら社協と行政、民生委員さん、ボランティア
さんの連携を実際に見ることもでき、普段の大学
生活ではできない責重な経験をさせていただくこ
とができました。
その中で一番印象に残っているのはボランティ

アグループの活躍です。社協で行う事業ではボラ
ンティアの万が中心となり地域で生活する利用者
さんの為に熱心に活動していました。ボランティア
の万々の役割の大きさとその行動力を知ること
かでき、大変勉強になりました。地域福祉は多くの
人に支えられ成り立っていることを実際に感じ取
ることかできました。
最後になりましたが、体験学習中にご指導いた
だきました社協職員の皆様、関わって下さった民
生委員の皆様、ボランティアの皆様、利用者の皆
様、本当にありがとうございました。

地域活動支援センター工房ななつもり
〜移動研修会〜

〜カフェななつもり〜

秋晴艶の中頂業照が満開
毎年恒例となりました移動研修が9月29日
（火）に行われました。当日は秋晴れの気持ち
良い中での研修となり、メンバーの皆さんはじ
め職員やボランティアさんと楽しく1日を過ご
すことが出来ました。

地域活動支援センター工房ななつもりでは、休所
日の水曜日に月2匝lお茶やコーヒーを飲みながらお
しゃべりをしたり、作品つくりなどをしています。
地域活動支援センターの見学や適所に関する相談も
指導員がお受けいたしますので、あ気軽にお問い合
わせください。
【会 場】大和町保健福祉総合センター
「ひだまりの丘2階」
大和町地域活動支援センター
工房ななつもり

今年も楽しみにしていた移動研修が、9月
29日（火）に行われました。
バスに乗り最初に着いたのは「鐘崎かまぼこ
館」でした。はじめに七夕館を見学しました
が、金賞の飾りはみごとな物でした。その後は
昼食をとり、メインイベントの「うみの杜水族
館」に行きました。イルカとアシカのショーを
観ました。海の香りがしてなんだか穏やかな気
持ちになりました。
また来年の研修か楽しみです。
（工房ななつもリメンバー H・S）
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電話345−2156

【実施日】毎月第1・第3水曜日
【時 間】午前9時から正午まで
【対象者】大和町地域活動支援センターの通所者ま
たは町内の18歳以上65歳未満の障害
者で介助がなくても参加できる方
【参加料】無料 ※原材料費などの費用か発生する
時は参加者へ事前にあ知らせいたします

今後の予定
11月4日・18日 絵手紙
12月2日・16日 クリスマスリース作り

※内容は変更になることもあります

大和呵災害ボランティアセンター活動報告①

大和町災害ボランティアセンター
9月10日〜11日かけて台風18号による大雨により、大和町では甚大な被害が生じました。

大和町社会福祉協議会では、沢山の方々のご協力をいただきながら、大和町災害ボラン
ティアセンターの運営にあたりました。今号では、特別号としてその活動について、ご紹
介いたします。
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社会福祉法人大和田丁社会・福祉協議合

合長

〜大和町風害ボランティアセンターの運営にあたって〜

日頃より本会の地域福祉推進活動にご理解を賜
り厚く御礼申し上げます。
さて、台風18号の影響による9月10日からの大

雨で大和町内にも大きな被害をもたらしました。
その被害の甚大さから大和町社会福祉協議会で
は、9月13日より「大和町災害ボランティアセン
ター」を立ち上げ、特に住家被害の多かった高田

地区及び舞野地区に拠点を置きボランティアの派
遣を行いました。運営中は延べ1，564人のボラン
ティアの皆様よりど協力をいただき、被災者から
の依頼による活動件数は235件に及びました。中
には宮崎県や兵庫県など遠方から駆けつけていた
だいた団体もあり、運営職員への励ましのお言葉
までいただいたことは活動の大きな支えとなりま
した。
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波谷秀一

両地区の活動状況を見ながら、住民代表の区長、
町と協議し9月25日には高田地区サテライト、9月
29日には舞野地区サテライトを閉所し9月30日を
持って「大和町災害ボランティアセンター」を閉
所いたしました。今後も通常の大和町ボランティ
アセンターとして被災者に寄り添いながら、地元
の地域福祉活動として移行し支援を継続して参り
ますので、引き続き皆様よりご協力を賜りますよ
うお願いいたします。
最後に今回の災害ボランティアセンターの開設
に際し、現場で活動された多くの個人、団体、企
業の皆様、運営にご協力をいただいた地元・近隣
の企業、事業所の皆様、そして仙台都市圏域を中
心とした県内各社会福祉協議会、NPO等すべて
の皆様に御礼を申し上げます。

■ヽ■小．

◆大和町災害ホランティアセンターの動き◆
9月10日

未明からの大雨〜災害発生

「闇一、￣
1
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大和呵災害ボランティアセンターの設置準備
9月12日 大和町役場職員に同行し被害状況確認

9月13日 大和可災害ボランティアセンター設置
9月14日 高田サテライト開所（高田コミュニティセンター）

舞野サテライト開所（舞野文化センター）
9月25日

高田サテライト閉所

9月29日

舞野サテライト閉所

9月30日

大和町災害ボランティアセンター閉所

10月1日

大和町ボランティアセンターへ移行
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（彰大和町災害ボランティアセンター活動報告

◆バ、ノノノ，．．PTへノの1日をご沼・、、■ミ▲

バスでサテライトへ向かいます

9：00受付スタート

活動終了！お疲れ様でした

活動場所のマッチング

15：00スタッフに活動報告

◎たくさんお手伝いいただきました

◆ボランティア活動ありがとうございました！◆
トヨタ自動車東日本㈱ 様

balloons＋

プライムアースEVエナジー㈱ 様

森のなかま 棟

南三陸町 様

扇屋商事（輔 様

ガーネットみやぎ 様

兵庫県ボランタリープラザ 様

カリタスジャパン 樵

愛知県蒲郡市青年会議所 様

尚鞘学院大学 棟
基幹労連宮城県本部 棟
天理教 梯
天台宗 様
真如苑 棟

（公）昨青年会議所東北地区宮城ブロック脇議会棟

SeRV宮城

（一社）泉青年会議所 様

心聖団 様
束北六県神道青年協議会 棟
天理教市川分協会 様

七ヶ宿社会福祉協議会 棟
福島県社会福祉協議会 棟
会津若松市社会福祉協議会 棟
郡山市社会福祉協議会 棟
白河市社会福祉協議会 棟
南相馬市社会福祉協議会 棟
二本松市社会福祉協議会 様

（輔西の丸 様
青年海外協力協会 仙台事務所 様
豊鉄観光サービス 様

各青年会議所 様
NPO法人It
ReRoots

sNotJustMud

棟

様

様

様

やもとボランティアネットワーク 様

ひろしま災害ボランテげセンター二トムひろしま様

田村市社会福祉協議会 棟
国見町社会福祉協議会 棟
中島村社会福祉協議会 棟

塙町社会福祉協議会 棟
玉川村社会福祉協議会 棟
古殿町社会福祉協議会 棟
楢葉町社会福祉協議会 様
葛尾村社会福祉協議会 棟
兵庫県社会福祉協議会 棟
大和町安心安全潤い街づくりグループ 様

上記の他、たくさんの個人ボラン
ティアさんが駆けつけてくださいま

した。皆さん、ありがとうございまし
た。

◆たくさんの善意ありがとうございました！

◆共同募金からの配分を受けました

災害発生直後より多くのお問合わせがあり、たくさ
んの温かいご支援をいただきました。誠に感謝申し上
げます。皆さまから頂きました寄付金・寄贈品は、災
害復興に大切に活用させていただきました。

宮城県共同募金会より災害ボランティアセンターの
活動支援金の配分をいただきました。資機材の購入や
拠点事務所の設置費用として活用いたしました。
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大和呵災害ボランティアセンター活動報告③

楊地域との連携＊ 〜地域の思いに寄り添って〜
区長さんはじめ地域の方々のご協力を頂き、特に被害の大きかった高田地区・舞野地区に
サテライト（拠点）を設置し、活動を行いました。スタッフも常駐させて頂くことで地域の
皆さんと顔なじみになり、困ったことなどを気軽に話していただくことが出来ました。

高田コミュニティセンター

舞野文化センター

ボランティア友の会・民生委員
児童委員協議会・シルバー人材セ
ンターの皆さんには、ボランティ
ア受付やバスの配車補助、運営ス
タッフの支援など、沢山のお手伝
いをいただきました。
平成27年11月1日発行済

④大和呵災害ボランティアセンター活動報告

◆∴ニー．1＿・ツフのこ紹介！◆
大和町災害ボランティアセンターの運営にあたり、多
くの方々にご協力をいただきましたので、ご紹介いたし
ます。

【仙台市都市圏域協定】
平成21年7月、災害時に相互支援を行うため、仙台市
を中心とした近隣の市町村社会福祉協議会が「仙台都
市圏域協定」を結びました。
9月11日以降、立ち上げの準備から閉所までの20日
間で延べ285名の職員が応援に駆け付けてくれました。
震災時に災害ボランティアセンターを運営した経験者や
復興支援に携わり被災者に寄り添う活動を続けている
社協職員が「大和町災害ボランティアセンター」の運営
にあたりました。
【協定市町村社会福祉協議会（15社協）：仙台市・塩竃
市・名取市・多賀城市・岩沼市・川崎町・亘理町・山元町・
松島町・七ヶ浜町・利府町・大郷町・富谷町・大衡村・大和
町】

運営支援にご協力を頂いております。
ウェザーハート災害福祉事務所
代表 千川原 公彦 様
【その他】
多くの方々に駆けつけていただき、運営支援や運営へ
のご助言をいただきました。
日野ボランティアネットワーク
事務局 山下 弘彦 様
災害・防災支援団体BouSaring

代表 早川
大 様
一般社団法人みやぎ福祉・防災情報化機構

代表理事 池田 正幸 様
株式会社SRA東北

副主任 楢木 秀人 様
一般社団法人みやぎ連携復興センター

事業部長 石塚 直樹 様
特定非営利活動法人せんだい・みやぎ
NPOセンター

【宮城県市町村社協協定】
県内36の社会福祉協議会で、平成26年6月に締結さ
れた「県市町村社協協定」に基づき9月11日に先駆隊と
して宮城県社会福祉協議会及び色麻町社会福祉協議会
より職員を派遣していただき町内の被害状況の確認や
大和町社協の今後の動きについてご協力をいただきま
した。その後も宮城県社会福祉協議会からは災害ボラン
ティアセンターの運営及び閉所後の支援として10月15日
まで職員の派遣をいただきました。

システムグループ

平野
渡辺

昭 様
剛 様

広島市安佐北区社会福祉協議会
安佐北区復興連携センターすまいる
藤井明日香 様
吉田奈津美 様

大崎市在住
大衡村在住

手代 千賀 様
宮澤 明子 様

【宮城県】
平成16年に締結した「大規模災害時における災害ボ
ランティアセンターの設置・運営に関する覚書」に基づき、
9月17日〜30日まで延べ26名の宮城県職員を派遣いた

だきました。
【災書ボランティア活動支援プロジェクト会議】

企業・NPO・社会福祉協議会・共同募金会などにより
構成されるネットワーク組織（支援P）からも応援をいた
だきました。千川原様には立ち上げから閉所後の現在も

◆お気軽にお問い合わせ下さい！
10月1日より、受付窓口が下記の連絡先に変更
しています。

大和町社会福祉協議会にてボランティア要請の
受付をしていますので、遠慮なくど相談ください。

専用寺号 090−6853−1659
大和町社協 022−345−2156
F A X O22−345−7280

所 在 地 大和町吉岡字瀬下88
（ひたまりの丘内）

［∃たいわ社協だより第102号

禽ボランティア登録をお願いします！
10月1日より、大和町社会福祉協議会ではボラ
ンティアの登録を始めています。
ご登録をいただいた方には、町民の方より上がっ
ているニーズの情報をお知らせし、活動できる日程
などのお返事を頂く流れとなっています。詳しくは
下記のホームページにてご確認ください。

なお、ご自宅でのご登録が難しい場合は、大和町
社協の窓口にて受付を行っております。お気軽にお
越しください。

大和町社会福祉協議会ボランティアセンター
http：／／svC．mlyagi．jp／group．php？gid＝10323

大和町ボランティアセンター

シターコーナー1会報第円号

TEL O22−345−2156

FAX O22−345−7280

ELmail taiwa−Shakyo1967＠poem．ocn．ne．jp

URL http：／／www．taiwa−Shakyo．or．jp
l■

8月6日（木）杜の丘一丁巨∃会館を会場に小学1年〜6年生まで13名の児童が参加し、小学生夏休み福祉体験「

手話体験講座」が開催されました。宮城県聴覚障害者協会の熊谷詔二手話講師と古川順子手話通訳者に優し
く丁寧に教えていただき低学年もしっかり手話を休験することができました。

▲みんなもまねしてみましょう！

▲とっても楽しく手話を学ぶことができました。 ▲先生のジェスチャーを見て
あてはまるカルタを取りましょう！

●分かりやすく楽しかった。耳の不自由な人と会話するのは大変だと思った。
●最初はわからなかったけど、いっぱい覚えられてうれしかったです。
感●数字が楽しかったです。自分の誕生日がわかりました。
●耳の不自由な人と話す言葉を覚えたのでよかった。
想 ●手話体験が楽しかった。これで耳の聞こえない人の気持ちがわかりました。

文 ●手で話すから少し難しかったけど、かるたかが楽しかった。
●去年も来たのでだいぶ上手になってきました。楽しいので来年もまた来たいです。
●最後のかるたも楽しかったです。

10月14日（水）〜16日（金）大和町ボランティア友の会か大和

町デイサービスセンター行事定義山参拝のお出かけ支援をしま
した。色鮮やかな紅葉とさわやかな秋晴れに恵まれ、ボランティ
アはもみじ色の赤いジャン／トを着用して利用者と一緒にバス
で移動、車内では「あんだどこしや？」から会話か始まり出身地
の話、田んぼの話、キノコ山の話、干し柿の話や昔は定義山まで
歩いて行った苦労話などで盛り上がり、
あっという間に定義山到着。定義如来

を参拝し記念撮影、定義館で美味しい
お菓子でお茶を一服、名物の三角油揚
げや揚げまんじゆうをお土産に買って
帰路につきました。利用者もボランティ
アも遠足のような楽しいひと時を過ご
し、帰った時にはとってもいい笑顔の皆
さんでした。

平成27年11月1日発行［∃
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ボランティアセ
腎1

平成27年度初心者向けの手話講座を開催します。手話を習って 塵凄
みませんか？まったく初めての方の参加お待ちしています。
∈

二軍撃禦曙
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仁轟

場日 程：平成27年11月19日（木）から（5週連続講座）
●会 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

●参加費：全5回で500円
鎗申込み：平成27年11月10日（火）まで
開

第1講
第2講

催

日

時

11月19日（木） 10：00〜12：00

内

容

初心者向けの全5回の講座で挨拶や

講

師

宮城県聴覚障害障害者協会より

11月26日（木） 10：00〜12：00

第3講

12月
3日（木）
10：00〜12：00

第4講

12月10日（木） 10：00〜12：00

第5講

12月17日（木） 10：00〜12：00

数字など基礎から自己紹介ができる

までを目標に学んでいきます。

6月21日（日）はヤマザワ吉岡店前で、 ■】−

7月19日（日）はヤマザワ杜のまち店前
にあいて「盲導犬ふれあい募金」のボラ
ンティア活動を行いました。日本盲導犬
協会仙台訓練センターが盲導犬育成募 l
金を呼びかけるもので、6月は吉岡児童
館ひだまリクラブの皆さんがPR犬のヘ
レンと盲導犬のデューク、7月は県立黒
川高校生徒会の皆さん6人とPR犬のブ
レイブかハーネスを外して皆さんと触れ
合い、生徒会の皆さんは32℃の猛暑の
中大きな声で募金を呼びかけました。多
くの皆様ご協力ありがとうございまし
た。

手話講師

手話通訳者

1

n￣「｝『

▲盲導犬育成募金の活動です。ご協力よろしくお願いします！

ワrLや7収集ボランティア
池田さん、渡辺沙帆加さん、太田和子さん、今野さん、吉 ＊＊＊＊空き缶は水ですすいで
岡婦人会上町支部の皆さん、瀬戸さん、早坂さんその他
指定日に指定の場所へ出しましょう
多くの匿名の皆さんボランティア活動ご苦労様です。
ゴミの集積所から集めるのはやめましよう＊＊＊＊
＜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。＞
仁㍉たいわ社協だより第102号

おもちゃびょういん

イベント
にし二1日かの美■品薄
「捌鵡治 かなかった〜堀井正明個展〜」
℡347・0028

15：00

紗まわり開院のお知らせ

二シピリカ

（黒川こころの応援団内）
匡110月5日（月）〜12月29日（火）

重しにしびりか美術館（吉岡字館下47
街の喫茶店の奥にあるnisipirica展示室）

≡り大和町役場1階会議室Lヨ無料

℡090・8616・2636 おもちゃ病院ひまわり院長勝又

子育てサロンきらきらに併設して
いますので、きらきらに遊びに来な
がら、大事なおもちゃを治していきま
せんか？お子さんからお話を伺いな
がら、おもちゃドクターがその場で修
理します。費用は原則無料ですので、
お気軽にお越しください。

智内容の変更の可能性あり。
お問い合わせ下さい。

㊥11月13日（金）10：00〜12：00

子育てサロン開催のお知らせ

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

◆子育てサロンきらきら

のお越しも大歓迎

魁億たぼ習岩の奮闘憶のお知らせ
℡345・2156 大和町ボランティアセンター

どなたでもご参加いただけるお
茶飲み会です。
歴う11月12日（木）、12月10日（木）
1月21日（木）10：30〜12：00

痙1ひだまりの丘房会費100円、

申込不要
東日本大震災により東和町へ避難または移
住された皆様′㌧ ようこそ責和町へ
℡345・2156 大和町ボランティアセンター

魯11月13日（金）・12月11日（金）、

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。

10：00〜11：30

薗大和町町民研修センター薗子育
て支援ボランティアグループ・きら
きら匿．モ代表・佐々木342−2444

1正10歳〜未就学の子どもとその親、

祖父母など
田無料（お子さんに必要な飲み物・お

画12月14日（月）、1月18日（月）
10：30〜14：00（出入り自由）

やつなどはご持参ください）

生活相談所開設日⑬お知らせ

短≧ひだまりの丘交流サロン

℡345・2156

l≡宴参加費：無料

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。予約は不要ですの
で、ご都合のよい時間にお越しください。
【画11月12日（木）、12月10日（木）、
平成28年1月14日（木）10：00〜

、ご理解ご支援あり・がとうございます

寧罠測
三三コ√ごノ・て」

今年度も町内各世帯より社協への会員加入、会
費納入をしていただきましたこと誠にありがとう
ございました。また各地区単位において福祉推進
員である行政区長さんを始めとする班長さんや役
員さんにお取りまとめいただきましたことにも心
より御礼申し上げます。
社協の会員会費制度は、社協会員への加入を通
して地域福祉に関わりを持つことで、一人ひとり
の思いが「ふだんのくらしのしあわせ」へと還元
されていく仕組みです。誰もが住み慣れた地域の
中で互いに支え合い、安心して自分らしく活き生
きと暮らせる地域社会を構築するため、この会費
をもとに地域福祉のさらなる充実を図ってまいり
ます。ど協力ありがとうございました。

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。掲載したい情報があ

りましたら大和町社会福祉協議会
（TEL・345−2156

FAX345−7280）ま

でお寄せください。

醗惣増
ヽJ

ボランティアさん

活動の輪を広げてみませんか？
スカットボール・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）・

ワイヤレスアンプ・かき氷機

※特別・賛助会費納入者（個人・企業）のど芳名
は第104号で掲載予定です。

※掲載情報は、スペースの関係で内容を省略してあります。

■ストライクボード
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醇掛掛言！随感腐噂臓
障害者就労支援施設B型あいの郷

NPO法人ふれあい

TEL34476491FAX344−6497

TEL346−5008

吉岡字館下86

残暑もやっと終わりました。気温の変化が大きくなりますか
ら体調を崩しやすいので健康には気をつけたいですね。秋は
運動や読書の季節です。又、食欲の季節でもありますが皆さ
んは何の秋でしょうか？食べすぎてお腹をこわきない様に！

FAX346−5044

請負活動班から一言お礼の言葉を申し上げまれ7月〜9月までの間
「まはろばホール周辺及びもみじケ丘」の大和町道沿い除草作業を行い
ました。猛暑の中、みんな一生懸命に頑張りました。時々町内の方々から
感謝の言葉そして、差し入れもしていただき大変ありがとうございました。

NPO法人黒川ここうの応援団

特別責護老人ホーム和風園

TEL347−0028

TEL346−2229

FAX343−7077

吉岡字館下47

言葉で伝えられなくても感じている。文字が分からなくても考えてい
る。「普通」という生き方とは違う人。結構いるものです。違っている事

を受け入れられる社会は、すべての人にとって優しい社会。「同じ」を
求めるのではなく「違い」を受け入れる環境を育てたいと思いまれ

FAX346−2305

いこいの家 たんばぽ

TEL345−2156

TEL345−7822

吉岡字館下88

小野字前沢l

まはろば七夕まつりに、テーマ『笑顔』で七夕飾りを出展
したところ、「大和町観光物産会長賞」をいただきました。前
回に続いての受賞となり、大きな喜びと笑顔、なによりもこ
れからの生活に励みをいただきました。有難うございました。

大和町地域活動支援センター工房ななつもリ
FAX345−7280

宮床字下小路46−1

FAX345−7828

吉岡字古館25−2

絶好の行楽のシーズンがやってまいりました。皆さんどこかに
お出かけでしょうか。先月、私達は毎年恒例の移動研修に行っ
てきました。今年は「うみの杜水族館」と「鐘崎かまぼこ館」に！見
たり食べたり体験したりと楽しい1日を過ごしてきましたよ。

朝晩とても寒い季節になりましたが、利用者の皆さん
は、体調を崩すことなく元気一杯に活動しています。ど利
用体験・見学をいつでも大歓迎です。心よりお待ちして
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

風邪やインフルエンザのシーズン到来で弟風邪に負けない体を
つくるための心得や予防法についてご紹介いたします。①うがい手

洗い・マスクが基本です。②乾燥を避け適度な温度を保ちましょう。
③バランスの良い食事、十分な睡眠と適度な運動を心がけましょう。

FAX347−2120

吉田字高田西34番地

く頂きます。さあ〜、サツマイモの収穫を頑張りますよ！

在宅心身障害者保養施設宮城県七ツ森希望の家

支援施設 あさいな
TEL347−8080

FAX779−7786

「収穫の秋」突入です。今年も、まはろば畑では多くの野菜
たちが育っています。これからの時期は、毎年恒例の「焼き
芋大会」を開催予定。入居者様と保育園が協力して、美味し

宮床字摺萩24−4

TEL／FAX345−3701吉田字上童子沢21

支援ど協力により、20年を迎えることができました。これからも入居
されている方々の生活支援の向上により一層取り組んでまいります。
是非、皆さんお近くに来られた時は、あさいなに遊びに来てください。

七ツ森希望の家は降がいのある方とそのご家族のリフ
レッシュの場です。館内のといちんどでは、どなたでも絵本
やおもちゃで遊ぶことができます。まずはお気軽にお問合
わせくださいJ

地域支援センターばれつと共同生活援肋事業所「ひなた」

障害者支援施設宮城県船形コロニー

TEL344−3596

TEL345−3284

支援施設あさいなは地域の方々や後援会の皆様、関係機関のど

FAX344−3595

吉岡字南金谷下8−7

「ひなた」では体験ステイという事業を実施しています。
体験ステイとはグループホームを利用したいと考えている
方に実際にホームに泊まって頂き、ホームを体験する事業
です。詳細については「ひなた」まで連絡してください。

FAX345−3984

かまくら園は、自閉症などの行動障害や、重い知的障害
のある20歳から76歳までの64名の皆さんが生活され
ています。季節の行事の他、皆さん一人ひとりの希望を取り
入れた外出等に力を入れているところです。

養護老人ホーム儲楽園

鶴巣桜の家

TEL346−2221FAX346−2222

TEL347−7181FAX343−2272

小野字前沢31−1

さる8月1日、今年も富ケ丘夏祭りが中央公園で行われ、
我畑で収穫した玉葱や馬鈴薯を出店しました。暑い中、利用
者の方々が頑張って販売され、地区の皆様に大変好評でした。
来年も沢山作付けし多くの方々に販売できるよう頑張ります。

回 たいわ社協だより第102号

吉田字上童子沢21

鶴巣下草字観音堂68−1

おばんでがすう〜！（夕方のあいさつ）秋になり日が暮れるのが
早くなって来ましたね。暗い服を着て夕方に歩くと、気付かれず
車にひかれてしまいますので、おしょすがらず派手な服を着て歩
きましょう。桜の家の利用者様も派手な服装で遊びに来て下さい。

秋山す魚のさん
宮床石倉地区在住。
6人家族で、毎日楽しく賑やかに
過ごされています。「孫が10人、ひ孫
が2人もいるの」と目尻を下げて教
えてくださいました。
現在はつるし飾りの製作で大忙し。
今年は新しい製作物にも挑戦するよ
うです。

されます︒中でも老人クラブの

活動のきっかけは︑﹁人の役
に立ちたい﹂との気持ち︒﹁一人
では困難なことも仲間と一緒
だと︑とても心強かった﹂と話

た︒﹁でもね︑人との出会い︒活
動を通して︑ここ宮床だけで
はなく︑地区を超えて沢山の
人と出会えたこと︒これは間
違いなく私の財産ね︒﹂と力強
い返事が戻ってきました︒

秋山す魚のきんプロフィール

出会い・絆は財産

秋山さんは︑長年に亘りボ
ランティア友の会や老人クラ
つるし飾り心の会︑お立ち酒実

ブ︑婦人会に文化協会︵民謡︶︑

てきました︒

行委員会などで幅広く活躍さ
れています︒今号では︑様々な
視点から地域を見つめ︑地域
のためにご尽力なされてきた
秋山すゑのさんにお話を伺っ
◆出会いは財産
秋山さんご自身にこれまで
の地域活動を振り返っていた
だくと︑﹁自分は地域活動をし
てきたという気持ちが全くな
いの︒同じ地域・町に住んでい
る人たちとの交流がだんだん
と広がって︑みんなで支えあい︑
助け合ってきたという気持ち
が大きい︒何ひとつとして立派
なことはしていないから︑本当
におしょすいわね︵笑︶︒﹂とは
にかんで頬を赤らめていまし

（あきやますゑの）

事業で︑平成23〜24年度の2
年間シルバーリーダーとして
行った友愛訪問では︑﹁2人1
組で10名の方を月2回ずつ訪
問したの︒初めは警戒きれて︑
玄関を開けてもらえなかった
り︑物売りかと思われたこと
もあった︒まったく話をしてく
だきらない方もいて⁝︒その時

は本当に困ったわね︒それでも
仲間と支え合って訪問回数を
重ねていくうちに信頼関係が
築けたり︑地域の方々の協力
をいただきながら顔なじみに
なり︑話が尽きない日も出来
た︒苦労はあったけど︑今はそ
の何倍もの良い思い出︒﹂と仲
間と乗り越えられた事を嬉し
そうに話してくださいました︒
◆すべての方に感謝
秋山さんはいつも元気で笑
顔が絶えない方です︒その秘訣
を伺うと﹁皆さんのおかげ︒地
区の方を訪問したり︑ボランテ
ィアで沢山の方と一緒に活動
したり⁝︒活動していなけれ
ば知らなかったことや分から
なかったことが沢山ある︒時に
先輩方に発破をかけてもらい

ながら支え合っている︒人のた
め⁝というよりは︑自分のた
めに活動しているのよ︑1番の

ボケ防止だもの︵笑︶︒豪族も
協力してくれるし︑本当にあ
りがたい︒﹂と微笑まれていま
し
た
︒

あ日ソがと・︻ノ︺しぎいます

あたたかい豊口意

︵平成27年6月16日〜10月15日︶

二︑七〇〇円

様

大和盆栽愛好会 様
金 一〇︑六〇〇円
吉岡ボランティア友の会 様
金 五八︑二二〇円

金

年金受給者協会仙台北支部

大和町グラウンド・ゴルフ協会 様

匿 名様 金 二︑〇〇〇円

金
四︑〇〇〇円
佐々木美加美 様金五︑〇〇〇円

上候雅彦様金五︑〇〇〇円
㈱額品様 金一〇︑〇〇〇円

様

みやぎ生活協同組合 様
金五〇〇︑〇〇〇円

金二〇〇︑〇〇〇円

生活協同組合コープこうべ

金一〇〇︑〇〇〇円

真如苑 応現院 社会交流部 様

全国社会福祉協議会佐甲 学 様

金 一〇︑〇〇〇円
新潟県社会福祉協議会 様
金 五〇︑〇〇〇円
宮城県社会福祉協議会 様
金二〇〇︑〇〇〇円
仙台市社会福祉協議会 様

金一〇〇︑〇〇〇円

仙台市社会福祉協議会職員親睦会 様

金 一〇︑〇〇〇円
気仙沼市社会福祉協議会 様
金一〇〇︑〇〇〇円
南三陸町社会福祉協議会 様
金 五〇︑〇〇〇円
塩釜市社会福祉協議会 様
金 二〇︑〇〇〇円
亘理町社会福祉協議会 様
金 二〇︑〇〇〇円
山元町社会福祉協議会 様
金 二〇︑〇〇〇円
松島町社会福祉協議会 様
金 二〇︑〇〇〇円
利府町社会福祉協議会 棟
金 二〇︑〇〇〇円
富谷町社会福祉協議会 様
金 一〇︑〇〇〇円
大郷町社会福祉協議会 様
金 一〇︑〇〇〇円
七ヶ浜町社会福祉協議会 様
金 二〇︑〇〇〇円

編集後記

この度の大雨により被災されま
した皆さまに心からお見舞い申し

ンティアセンターの開設にあたり︑

上げます︒また︑大和町災害ボラ

ご支援ご協力いただきました皆

さま︑ボランティア活動に駆けつ
けてくださった皆さま︑誠にあり
がとうございました︒たくさんの

れ今日に至っています︒

方々との出会いや繋がりに励まさ

大和町社会福祉協議会では︑引
き続き町民の皆様が安心して暮

ります︒

︵眞山︶

らせるよう関係機関と連携をと
りながら︑支援活動に努めてまい

匪司
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