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仙台法務局人権擁護委員の皆さんをはじめ、町・社協・身障協会が協力し合い宮小学校にて、
人権教室としてパラリンピック種目「ボッチャ」を体験し楽しみました。
子ども、大人、障がい者、みんながボッチャに夢中！「あれ、障がいってなんだっけ？」と
障がいの有無に関わらず、みんなで参加し、
人権擁護の理解と共に、共生社会の実現につながる人権教室となりました。
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歳末たすけあい募金 地域援護金配分事業

各地区での福祉活動（サロン活動等）に「地域援護金」として配分し、地域の事業に活用
されています。事業について一部をご紹介させていただきます。

赤い羽根共同募金

住民力・地域力・福祉力を
高める支援事業
地 域の 皆 さ んか ら 寄 せ ら れ た 募 金 は︑町 内 におい て 活 用 さ れていま

す︒今回︑本事業に円田中行政区が応募し︑県共募より配分が決定さ
れ﹁円田中区防災マップ﹂を作成しました︒
円田中区では平常時及び災害時の重要な情報源として利用できる地
域防災マップを作成し全
戸配布を行いました︒
地 域で防災情報 を共有
しながら︑地域コミュニ
ティの活性や災害に強い
地域づくりを目指してい
き ま す︒今 後 防 災 マップ
を活用した防災教室の開
催が予定されています︒

認知症カフェ

地域援護事業につい
ては、地域での活動を
より良い形で支 援して
まいります。

地域の福祉施設が実施して
いる認知症カフェでも活用

長寿会活動

コスモス会

集いの場による、健康活動等に活用
ゲームやレクリエーション、健康講話などを実施
週１回公民館での体操など
生きがいづくり等に活用

本事 業 は︑ボ ランティ
ア団体や地区社協︑住民
団体︵自治会・町内会等︶
子ども育成会やＰＴＡが
対象となっております︒
ご相談は社協までお問
い合わせください︒

（支援事業を活用したマップ）

②
福祉

⑤ 福祉
③

生活支援コーディネーターが行く

だより

各地で行われている活動を
写真にてご紹介いたします。
生活支援コーディネーターの小野です。
地域で行われている、
元気な活動をご紹介します
。

宮地区婦人会

ター事業の一環で、宮地区お宝マップ作りが実施されました

コーディネー
宮地区婦人会の皆さんは、
毎月 1 回活動をされています。中でも、

宮小学校でのボランティア活動に力を注がれています。

宮小学校での活動
①学校図書館の本の修繕（図書ボランティア）
②EM 発酵液づくり
（発酵液は、プールなどに使用）
③家庭科教育（学校支援ボランティア）

こには新たな発見がありました。
介されました。そ
域の活動（お宝）が紹「家庭科教育」
さんが集まり、地
多くの皆
下の写真は、
５年生を対象に２月に実施した
の様子。
（同行取材しました）

新任民生児童委員の研修会を行い
仲良しピ
ーチク会
によるレクリエー
ション（社協レク用品を活
「子どもたちに教えるのは、とても大変。
でも、
みんな礼儀正しく、
授業に熱心に取り組み、
学ぼ 用）
活動がスタートしています。
うとする姿勢が見られる。やりがいを感じます。」
と婦人会の皆さんは話していました。
お互いが 支える側 と 支えられる側

素晴らしい関係ができている活動です。

【コラム】「地域力」とは…
最近、
「地域力」という言葉をよく耳にします。どのような意味があるのでしょうか？
「地域力」
とは、防犯や防災、教育など地域が抱える問題・課題を住民が関心を持ち、参加し、解決し
ていく総合的な力。つまり、住民の問題は住民で考え、
解決し、
互いに支え合う力のことです。

「地域力の向上こそ、誰もが安心して、
住みやすい生活環境をつくることにつながる。
」
よる地域巡回の「ざおうさま食堂」が特養ざおうの杜を会場にして、
蔵王町介護・福祉事業所協議会に
しい時間を過ごしました。
美味しい食事と楽
多くの方が集まり「地域力」
災害が多い今こそ、
が必要ではないでしょうか？

「皆さんの活動を地域に発信」
カメラだよりでは、社協の事
業や、その他、地域の皆さんの
活動を写真にてご紹介していき
ます。
掲載を希望される方は社協に
ご相談・ご連絡下さい。

☎３３−２９４０

身体障害者福祉協会会員が
「卓球バレー」
の体験会に参加

宮婦人会での
にこにこボッチャ体験会

習（キャップハンディ体験等）を行っています。各小中学校からの依頼で、職員を派遣し
ています。遠刈田小学校・円田小学校・平沢小学校で実施しました。

各小学校での福祉体験の様子
◆

遠刈田小学校 ◆

◆

円田小学校 ◆

◆

2020

39
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平沢小学校 ◆

（支援事業を活用したマップ）

歳末たすけあい募金 地域援護金配分事業

各地区での福祉活動（サロン活動等）に「地域援護金」として配分し、地域の事業に活用
されています。事業について一部をご紹介させていただきます。

コスモス会
週１回公民館での体操など
生きがいづくり等に活用

長寿会活動
集いの場による、健康活動等に活用
ゲームやレクリエーション、健康講話などを実施

キャップハンディ体験等内容

● 高齢者疑似体験：高齢者疑似体験のプロテクターを着用し、実際に高齢者の日常動作などを疑似
体験します。
● 白 杖 体 験：アイマスクを着用し、介助する側、介助される側と２人１組になり、歩行体験を
行います。
● 車 イ ス 体 験：介助する側、介助される側と４人１組で車イスの操作や段差の上り下りなどの
体験を行います。
福祉学習は子供だけではなく、大人の皆さんの理解も必要となってきます。
地域援護事業につい
ては、地域での活動を
企業・団体向け 共に生きる力を一緒に考えていきませんか？
より良い形で支 援して
どんなことができるか？ 時間は？ 場所は？ など、ご相談を承ります。
出前講座
認知症カフェ
まいります。
お気軽にご連絡ください。
地域の福祉施設が実施して
☎ 3 3−2 9 4 0
いる認知症カフェでも活用

④
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を高め、他人に対する思いやりの心を育て、
「共に生きる力」を育むために、福祉体験学

住民力・地域力・福祉力を
高める支援事業

蔵王町社会福祉協議会では、これからの福祉を担う若い世代に、福祉への理解や関心
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福祉

⑥

あたたかい善意 ♥ ありがとうございます
〜温かいご寄付を頂きました〜
（敬称略／令和２年１月１６日〜令和２年３月３日現在）

払い出し

物品預託
阿部新一
（東根）……………………………… おむつ他
匿名希望……………………………………… タオル他

町内の寝たきり高齢者の方や在宅福祉事業にて紙お
むつ、
タオル、
布団等の払い出しを行いました。

匿名希望…………………………… ポータブルトイレ

レクリエーション用品
貸出中！

「まもりーぶ」

日常生活
自立支援事業

社協では様々なレクリエーション用品をそろえており︑
住民の皆

ボッチャ

様に貸し出しを行っております︒
地域の行事
︵老人クラブ︑子供会・

ト・
ン
イベ に
行事 ワン！
ス
プラ
ディスゲッター

婦人会など︶
にご活用ください︒

スカットボール

レクリエーション用品の一部をご紹介いたします︒
ルールなどの

ラダーゲッター

使用方法や借用につきましては︑
お気軽にお問い合わせください︒

バッゴー

ちょっと
みてケロ〜

「まもりーぶ」
とは・・・・
自分に必要な福祉サービスを選んだり、利用するための契約を
結んだり、利用料等の支払いをすることが１人ではできない（自
信がない）
方を対象に、主に「日常的な金銭管理のお手伝い」
「書類
等のお預かり」などのサービスを支援しています。

＜相談支援の流れ＞
相談受付から契約締結
… 仙南地域福祉サポートセンターの専門員が行います。
契約締結後のサービス提供
… 各市町村社協にて生活支援員が行います。

仙南地域福祉サポートセンター
☎０２２４ー８６ー３８１１

お問い合わせ

更新中！
！
社協の事業や、地域で活躍する皆さん
の活動を、ホームページ内のブログを活
用して発信しています。
「蔵王町社会福祉
協議会」で検索いただくか、
ＱＲコードか
らご覧ください♪地域
活動の場に職員が伺い
ますので、お気軽にお問
い合わせください。

