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大和町老 人クラ ブ連合会
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仲間と巽に地域と共に、輝く
共和町老ノ厨も＿タラヂ題議会創韮5酢蛸ミ詑意先妻
大和呵老人クラブ連合会創立50周年の記念大会が11月6日
（木）まほろばホールで行われました。
第一部式典では、会の運営功労者に対し表彰状が贈られ、

健康・友愛・奉仕の三大事業を関係機関や団体との連携を更
に深めて取り組むこととした大会宣言が採択されました。
第二部芸能発表では、各地区からの代表による10の演目が
発表され、踊りや民謡などが披露されました。
老人クラブ連合会は、会員数2，211名（平成26年総会時）で
町内48の単位クラブで活動しています。（関連記事P2）
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町老連創立50周年記念大会開催
「新春を迎えて」、表彰おめでとうございます

歳未定すけあい運動募金報告
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
大和町クロスワードパズル 他

員への情報提供

半裁二十六年度表彰おめで￥フございます
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以上が主な事業であります
が︑福祉とはそれは﹁幸福﹂を
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創立50年周年記念大会

◆大和町老人クラブ連合会

表す言葉です︒﹁自分の幸せ﹂と
﹁みんなの幸せ﹂を合わせて﹁福
ことではなく︑日常生活の中で
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と連携のもと次の事業を実施

も前年度から引き続いての事
業ではありますが︑関係団体

し住民のニーズに応える所存

大和町社会福祉
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あけましておめでとうござ
います︒

春をお迎えのことと心よりお
であります︒

町民皆様には︑健やかに新
慶び申し上げます︒

①生活相談事業の充実
﹁なんでも相談して﹂安心感
を目指す支援
②第二のセーフティネットを活

老人クラブ連合会大会結果

様様様様様様様様様様様

様

様様様

様様様様様

日頃は地域の皆様のあたた
かいご支援を頂き︑地域福祉
の充実と暮らしの安定と向上
に資するため︑鋭意努力をし
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第4位 清 水チーム 3勝（＋16）

用した要支援者の自立促進
③災害復興支援のための連携︑

事
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第34回黒川郡老人クラブ
ゲートボール大会

も偏に町民皆様の心温まるご
協力の賜物と厚く御礼申し上
げます︒

深め合い﹂の支援

④ボランティア育成︑ボランテ
ィア活動への支援︑ボランティ
ア団体との連携推進
⑤地域活動支援センターの適
切な運営

さて︑今年の社協事業につき
ましては︑町民皆様のニーズに
応える事業を推進して参りた
いと考えております︒昨年は︑
自主的な財源の確保と事務事
業の自主性を高め︑その運営の

目配り︑気配り︑思いやりを

⑥広報活動の充実
各地域と各種福祉団体︑会

持っての支援

充実を図って参りましたが︑も

れるその状況にあります︒今年

う一段の住民と行政の協働に
よる地域福祉の推進が求めら

理副会
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皆様から心温まる募金をお寄せいただき誠にありがとうございました。皆様からの真心は、
配分委員会により協議され、担当民生委員より次のとおり配分いたしました。
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平成26年度歳末たすけあい運動募金配分内容
配分総額

3，023，354円

世帯配分
l

ひとり暮らし

2．188．000

高齢者

一人親世帯

74人

46世帯138人

740，000

大和町手をつなぐ育成会
大和町母子福祉会

736，000

80，000
40，000

大和町身体障害者福祉協会

大和町ボランティア友の会

大和町障害を持つ児童の親グループ
にこZきっず

60，000
40，000

ようこそ大和町へ！

した。

仏ケ浦に男二人
旅（ドライブ）に出
掛けた思い出の一
枚を応募しました。
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412，000

40人

2世帯

240，000

60，000

40，000

子育てサロンぽっぽこ

40，000

おもちゃ病院ひまわり

40，000

災害時非常持ち出し袋配布事業
障害者グループホーム
20ホーム

129，600

215，000

86名

配分諸経費

20，754

◆今年もクリスマスケーキのプレゼント

〜白石食品工業（株）

12月19日（金）地域活動
「
支援センター「工房ななつ
もり」に白石食品工業（株）
様よりクリスマスケーキが

寄贈されました。当日はク
リスマス会が行われ適所
者みなきんで美味しくい
ただきました。

▲二

第29回障害者による「写真全国コンテスト」宮城
大会において、工房ななつもり通所者のS・Hきん

32世帯78人

火災見舞金

睾趣

◆写真コンテスト「佳作入選」

その他支援世帯 （在宅医療）

子育てサロンきらきら

80，000

震災避難者交流事業

が佳作に入選しま

その他支援世帯

見聞を広助、地域に貢献

ゴール邑指して☆

慶一い、亡んJ

11月10日（月）、障害者福祉部会の10名か仙台市に
ある「エコー療育園」、「すていじ仙台」を訪れました。
施設の概要を説明いただき、施設内を回りながら、利
用者さんとあ話をしてみたり、生活の様子や東日本
大震災時の状況、その後の対応について質問か出る
など、大変有意義な見学会となりました。
部会長の加藤樹一郎委員は、「医療・介護・福祉を取
り巻く環境は日々変化している。今後も見聞を広め、

10月10日（金）、毎年の恒例行事となった「ミニ運動
会」。会場内はたくさんの万国旗で装飾され、始まる
前から子どもたちも大喜びです。来てくれた親子に楽
しんでもらおうと、スタッフも手作りでたくさんの種
目を準備し盛り上げます。かけっこでは、みんなの応
援を受けなから、親子で協力しあいコールを目指しま
した。最後に、ハロウインのプレゼント抽選会も行わ
れ、笑顔と笑い声に包まれた楽しい時間となりまし

委員活動のみ
ならず地域に

た。

貢献していきた
い」と話されて
いました。

に吉にぎウルウル☆ 美囁しく啓〜れJ
人にや±しく〜計ん等が住みきい手ちづくりを
吉岡小学校4年生（120名）の総合学習が11月11日
（火）に行われました。
事前学習として障害について学び、この日は「体が
不自由な万の話を聴く」として、視覚障害者と聴蛍障
害者の万から普段の＜らしについて講話があり、生活
の中で工夫していることについて児童からの質問を
交えながら、あいさつなどの手話を学びました。
代表児童からお礼のあいさつの際、手話通訳のペー
スにあわせて発表する様子が見られたこと、そして最
後lこ全員の気持ちか揃った合唱を聴き、講師は「人の
気持ちを理解する心か育まれていますね」と嬉しそう
に話されていました。

12月12日（金）、昨年に引き続き、今年も株式会社明
治さんにご協力いただき、食育教室として「おやつ作
り体験」を行いました。栄養士の中屋沙希子さんより、
元気の秘訣のあ話を聞いた後は、いよいよ「バナナコ
コアド」ツワ」つくり。一口サイズのバナナとココアを
袋に入れ、にぎにぎ潰します。漬したものをコップにう
つし、牛乳を入れてクルクルかき混ぜれば完成。子ど
もたちも集中し、どの顔もみな真剣そのもの。完成し
たド」ツワを飲むと、手作りの美味しさに表情がほこ
ろんでいました。

実損で団結Jシルバーの総合力を活かして
11月4日（火）大和町シル／ト人材センターの会員74人が、ひだま
りの丘の除草清掃活動を行いました。この活動は、地域社会に貢
献することを目的に平成23年度から続いています。花壇内の除
草、機械による草刈り、樹木の伐採・輿定の作業を会員で分担。
会話を楽しみながらの作業も、あっという間にゴミ袋78袋かいっ
ぱいlこなりました。

平成22年4月の設立から、もうす＜6年日を迎えます。これからも豊富な経験と
知識を活かし、地域社会作りに貢献し続けていきたいと話されていました。
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11月17日（月）大和町町民研修センターに於いて
仙台傾聴の会代表理事の森山英子氏にあいでいただき、
「傾聴ボランティア」について実践を交えてご指導い
ただきました。民生委員やボランティア友の会をはじ
め一般参加の方など39名が熱心に研修しました。
「相手の話をありのままに受けとめて『聴く』こと、
相手の話を否定せず、自分の価値観で判断せず、相手
の万の心に寄り添いなから会話をするそれか傾聴とい
うことですよ。」と傾聴ボランティアについてのお話し
の後、3分間話を聞くトレーニングを行いました。夫
婦の会話、相手か必要としている時に話を聴くこと、
助言よりも気つきを与える会話、親子の会話などさま
ざまな場面の会話を例文を墨に解説していただきなが
ら傾聴という意味を学びました。

10月2日（木）から毎週木曜日5週間にわたって初
心者向けの手話講座か開催されました。宮城県ううあ
協会より松浦栄子手話講師と鈴木美佐子手話通訳者に
あいでいただき9名か受講しました。初めは緊張して
なかなか動かなかった指も回を重ねるごとに上達し、
とても上手に表現できるようになりました。受講した
理由は、手話に興味があったから、また、近所に聴覚
障害者かいるのであいさつをしたいから、友達に誘わ
れたからなど受講理由はさまざまですか、みなさん熱
心に指導を受けていました。最後のううあ者との交流
会では名前や住所、家族や趣味など自己紹介をし、読
み取ってもらえたことかとてもうれしかったとの感想
か聞かれました。

ようこモ大和町＜ ▲
東日本大震災により大和町へ避難または移住され
ている万たちの交流サロンで、11月18日（火）
参加者とボランティアスタッフあわせて25名で鳴

子温泉幸雲間に移動して交流サロンを行いました。
お天気にも恵まれ温泉と美味しいお料理に普段にも
増して心温まるサロンになりました。

▲顔の表情も大事なポイントですね！

、′凡々7収集ボランティア
吉岡児童館の皆さん、瀬戸さん、野村例さん、二
幡さだ枝さん、せとるりさん、あがわななみさん、や
まだゆうさん、あがわしょうさん、りりあさん、かあ
んさん、高橋みつ子さん、商工女性部志□町の皆さ
ん、高橋和子さん、浅野すえ子さん、小野原さん、干
葉裕子さん、只野さん、早坂のあさん、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＊＊＊＊

▲お出かけしたら楽しさもおしゃべりも2倍に！

たいわ社協だより第99号

＜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。＞

募

集

冨田車乗震災臆より東和町汽避難または

生活相談所開設日のお細島せ

宮城いきいき挙国 学田墓詩集

弓削主きれた笛i■1．へ ようこそ大和町へ

℡345−2156

℡225−8477

℡345．2156 大和町ボランティアセンター

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。

宮城県社会福祉協議会

http：／／www．miyagi−S耽．net／いきがい健康誅

宮城県内に居住するおおむね60
歳以上の方で、健康で学習意欲が
あり2年間継続して受講可能な方
を対象とした学園です。パソコン
や民謡、社交ダンスなどのクラブ
活動を通し、仲間とのふれあいや
交流を楽しみませんか？
．県内居住の概ね60歳以上の方
、①仙南校②大崎校③石巻校④気

仙沼・本吉校⑤登米・栗原校
募集人員：各校40人
学習日：年間22日間（2学年制）

内容：生きがいと健康づくりを
めざし、地域活動の指導者として
必要な内容を身につけます。
募集期間：H26年12月1日（月）

〜H27年2月27日（金）必着

入学金
受講料

5，000円
年間20，000円

各市町村の福祉担当課や生涯学
習担当課及び本会ホームページか
らも入手できます。
通学可能であれば、どちらの校に
申し込んでも結構です。
高齢者やご家族の悩みごと相談窓口
℡223・1165

ようこそ大和町へお出でくださ
いました。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。
2月16日（月）、3月16日（月）
10：30〜14：00 ひだまりの丘

無料

子育てサロン開催のお知らせ
◆子育てサロンきらきら
2月13日（金）、3月13日（金）
10：00〜11：30

大和町町民研修センター．子育
て支援ボランティアグループ・き
らきら代表・佐々木

宮城県高齢者総合相談センター
では、高齢者やそのご家族の方々
が抱えている、健康面や介護など
生活上の悩みごと・心配ごとの相
談を受け付けています。
弁護士による法律相談（月2〜

2月19日（木）、3月19日（木）

杜の丘会館一子育てサロンぽっ
ぽこ代表・佐藤

358−9818

◆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
無料（お子さんに必要な飲み物・お
やつなどはど持参ください）

大和町社会福祉協議会

多重債務、相続、財産、契約、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。
2月12日（木）10：00〜15：00

′ 大和町役場1階会議室

相談無料
秘密厳守、おひとり30分、定員8
名のため、事前予約が必要です。お
早めにお申込みください。

結果報告
第34回大和師小中学豊吉摘め大会

結果報告（本会後援事業）
●社協会長賞
中学1年生の部【友情】

鎌田
岳さん（大和中）
中学2年生の部【親切】
櫻井
夢さん（大和中）
中学3年生の部【故郷】
上田
造さん（大和中）

む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
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
まう㌔
2月15日（日）10：00〜12：00

大和町町民研修センター
無料

「相談は無料、秘密は厳守されま

（土・日・祝日・年末年始を除く）

℡345．2156

℡09018616・2636 おもちゃ病院ひまわり院長勝又

談（月1回）も行っています（予
約制）。

【受付時間】9：00〜17：00

弁護士による法律相談会のお知らせ

おもちゃびょういん

3回）や、精神科医による医療相

すので、お気軽にご相談下さい。

1階会議室 一無料

◆子育てサロンぽっぽこ

宮城県社会福祉協議会

高齢者総合相談センター

2月12日（木）、3月12日（木）
10：00〜15：00 大和町役場

342−2444

10：00〜11：30

大和町社会福祉協議会

第39回大和町老人クラブ連合会
芸能大会のお知らせ
℡345．2156

大和町社会福祉協議会

今年も各地区の代表クラブから
歌謡・舞踊など趣向を凝らした約

講座案内、イベント告知、ボランティア

℡345・2156 大和町ボランティアセンター

30の演目を予定しております。ど
なたでも入場できますので、どう

どなたでもご参加いただけるお
茶飲み会です。

ぞお誘い合わせの上お出でくださ

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・

い。

345−2156FAX345−7280）までお寄せ

イベント
ひなたぼっこの会開催のお知らせ

2月12日（木）、3月12日（木）
10：30〜12：00

ひだまりの丘

一一会費100円、申込不要

2月24日（火）9：45〜14：30

ください。

まはろばホール（大ホール）

※内容によっては掲載できない場合

1−入場無料

や内容を一部省略することがありま
すム

※掲載情報は、スペースの関係で内容を省略してあります。

平成27年1月20日発行

醇掛矧鰯臓
障富者就労支援施設匝型姦闘錮郷

剛花儀式ふ劇屈馴

TEL344−6491FAX344−6497

TEL346−5008

吉岡字館下86

FAX346−5044

宮床字下小路46−1

「あけましておめでとう」の第1声から、今年も始まります。昨

皆様今年もよろしくお願いします。インフルエンザが大流行
していますが皆さまは御元気ですか？「あいの郷」では利用者
1名が年末に確患しましたが、今はすっかり元気になりました。
まだまだ寒い日が続きますので健康に十分注意して下さい。

年はご高齢のため介護施設に移動した方、利用体験を通して
グループホーム入居した方もいました。今年も一人ひとりの希
望が叶えられるよう、しっかり応援していきたいと考えています。

掴野田法泉黒川ここうの応援周

特別表芸竜泉諌−ム和風園

TEL347−0028

TEL346−2229

FAX343−7077

吉岡字館下47

FAX346−2305

小野字前沢l

れられる権利」。この一つをとっても私たちが『人』を守るのは自分へ
の大きな挑戦ですね。今年もいろいろ勉強していきたいと思います。

園では忘年会を4棟でそれぞれ行います。棟毎に装飾
工夫を凝らして雰囲気を盛り上げています。昨年は利
用者様の作品「赤富士」が好評でした。今年の出来は
いかに？後日ホームページに掲載します。

東和町地域活劫支援セン撃−Ⅱ露恋敵つもり

介慧壱A保健施設希望の杜

TEL345−2156

TEL344−3232

障害者権利条約第17条「そのままの状態で保護する事」。障害
のヒドサを矯正しようとか治療しようとかではなく、「そのままで受入

FAX345−7280

吉岡字館下88

明けましておめでとうございます。皆様お元気で新年をお
迎えになった事と思います。今年も、笑顔で楽しく過ごせる
場所になるよう、作品づくり、作業、イベントに取り組んでい
きたいと思います。

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汐−

特別義認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

認知症サポーターとは、なにか特別なことをする人では
なく、認知症を正しく理解し偏見を持たず、認知症の人や家
族を温かく見守る応援者のことです。希望する団体に対し、
随時、認知症サポーター養成講座を開催しています。

支援施設 義士いな
TEL347−8080

FAX346−2120

FAX779−7786

吉田字高田西34番地

今年も、まはろば神社を造営。町内の神社に御協力を頂
き、新年のご祈祷・初詣で、更に出店を出し、お守りや絵馬
の奉納を致しました。午後からは、七福神が舞い降り、お祝
いの舞を披露してくれました。

在宅心身障害者保養施設寓城県七ツ森希望の家
宮床字摺萩24−4

TEL／FAX345−3701吉田字上童子沢21

「支援施設あさいな」では、昨年の11月より「相談支援事
業所あさいな」が開所しました。障害のある方やご家族の相
談をお受けし、必要なサービスをど利用していただけるよう
お手伝いしております。どうぞお気軽にど連絡ください。

希望の家は現在休館中です。来年3月上旬開館を予定し
ております。開館予定につきましてはブログ、広報誌でご案
内させていただきます。ど利用者の皆様には、ど迷惑をお
かけいたしますこと、お詫び申し上げます。

地域支援蜃訝ターばれっと栗岡生活援助事業所「ひなた」

障害者支援施設宮城県船形コロニー

TEL344−3596

TEL34573284

FAX344−3595

吉岡字南金谷下8−7

FAX345−3984

吉EEl字上童子沢21

まつくらセンターは、就労継続支援B型事業所としてコロ
ニーの敷地にて農耕作業を中心に、利用者様へ支援を行ってい

ばれっとでは大和町に8カ所のグループホームを運営し
ています。一人暮らしをしたいというニーズに応えるためサ
テライト事業が創設されました。3年で独立することが目標
で、ばれっとでも支援を開始しました。

ます。収穫した農産物は、町内の産直売場に出荷しています。
是非私たちの野菜をご購入して頂きますようお願いいたします。

養護老人ホーム儲楽園

鶴巣桜の家

TEL346−2221FAX346−2222

小野字前沢31−1

養護老人ホーム倍楽園は、65才以上で環境上の理由及び
経済的理由により、ご家庭での生活が困難な方々が入所され、
健康で楽しい生活を送っていただく施設です。ど利用を検討
される方は、お近くの役場保健福祉課にご相談ください。

昔㍉ たいわ社協だより第99号

TEL347−7181FAX343−2272

鶴巣下草字観音堂68−1

こんぬづは！のぎすたのたろしも寒くておがる季節ですね！風邪な
どひいておりませんか？先日また方言が飛び出たので報告させて頂き
ます。『天気いいど道路もばんばんだなやあ〜』ですって。ばんばん
って何でしょうね！流行り物にかからず元気で頑張りましょう！

●一・十、．、、＿i、警干竺〒ヲ ∴
クロスウードを完成させて、A〜巨に隠れている文字を見つけてください。
文字を並べ変えて漢字に変換してください！

【タテのカギ】
2．本戦出場のための大会。
3．機械などの精密さ・正確さの程度。
4．地球の唯一の衛星。

5．対義語 生産者⇔000
6．役に扮して演じる人、俳優。
8．日に見える景色「○○画」
11．スポーツ選手などのニックネーム「ハンカチ〇〇・
ハ二カ三〇〇」
13．強く望み求める′L度が超えてはいけません。
【ヨコのカギ】
1．この冬は特に大活躍です。
7．政治の動きや成り行き。
8．ひどく怒ること。

9．十二支の二番目。
10．昆虫が幼虫から成虫になること。
11．つめたい飲み水。
12．様子やありさまをたとえ言いあらわすこと。
14．キジ科の鳥類。オスは大きく鮮やかな羽を持ちます。

〈こたえ〉漢字2文字

［］コ

★正解者の中から抽選で5名様に防災グッズをプレゼント！★

・下記の①〜④を全てご記入の上、ハガキ・メール・FAXのいずれかでお送りください。（〆切2月28日）

当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
ご応募いただいた個人情報は、賞品発送の目的以外には使用いたしません。

①問題のこたえ（漢字2文字）
④郵便番号 ④住 所
④氏 名
⑤年 齢
④たいわ社協だよりの感想

FAX：022−345−7280
ETmail：taiwa−Shakyo1967＠poem・0〔n・neJP

ありがとうございます

あたたかい善意

︵平成26年9月16日〜平成27年1月15日︶

華紅流 紅みき 様
金 三〇︑〇〇〇円
吉岡地区老人クラブ連合会様
金
二︑九〇〇円

松緑神道大和山様

金 五〇︑〇〇〇円

吉葉流吉葉会 様

金一〇〇︑〇〇〇円

大和町グラウンド・ゴルフ協会
吉岡支部 様

金 一︑六〇〇円
まるごと市刃物研ぎ会 様
金 二一︑〇〇〇円
演歌ひまわり会
代表 二階堂信幸 様
金 五〇︑〇〇〇円

トヨタ自動車東日本㈱

労働組合 様

金二一〇︑〇〇〇円
㈱セレモニー吉岡 様
金一〇︑〇〇〇円

一︑五〇〇円

五︑三〇八円

様

様

様

あさひな農業協同組合 様
金一五︑七一三円

匿

匿

金

名

撤下米ひとめぼれ60kg

米30kg

姫宮神社様 八坂神社様
須賀神社様 熊野神社様
八幡神社様 六所神社様

匿

名金名

送り先：〒981−3621大和町吉岡字館下88
大和町社会福祉協議会 クロスワード係

編集後記

あけましておめでとうござ

います︒

のご活動に敬意あるのみです︒

表紙は大和町老連五〇周年
記念大会の一場面ですが︑永年

﹁人間が人間のことを想う︒
これ以上美しいことはない︒﹂
高倉健さんの永年の想いとし

て紹介されておりました︒ボラ
ンティアに携わるすべての人の
想いと重なる気がいたします︒

次号は一〇〇号になります
が︑広報紙の役割を再認識し︑
編集委員一同取り組んでまい

︵品川豊子︶

りたいと思っております︒

URLhttp／／聖ta滴TShaky竺吐皇覿出世堂迦堕蜘画間組賊

この広報紙は社協会資と赤い羽根共同募金の配分金で発行しています

