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地域が元気になるために
はじめての「わいわい

第１回栗原市地域支え合い若柳地区推進会議

がやがや」

（生活介護事業所すぷりんぐを会場に開催）

この「栗原市地域支え合い情報誌」は、これまで何気なく行われてきた地域の支え合い活動を
紹介するとともに地域づくりにつなげていくものです。

栗原市地域支え合い情報誌

10地区すべてに『栗原市地域支え合い地区推進会議』
第２層 協 議 体 を設置！
！
栗原市社会福祉協議会では、今年度、栗原市から受託した「生活支援体制整備事業第
２層運営等業務」において、住民主体の「地域が元気になるための話し合いの場」とな
る「第2層協議体」を11月中にすべての地区に設置いたしました。

何をするところ？
協議体は、地域の様々な関係機関が構成員となり、自分たちの
活動や今後無理なくできることなど、地域にある支え合い活動の情報共有など行います。
■地域が元気になるための話し合い（情報共有）の場
・各地区のお茶っこ会、体操教室などの身近な活動や地域での支え合い活動（見守り、
声がけ、ちょっとした手伝いなど）の情報提供や共有を行い、これからの介護予防
や生活支援等の取り組みについて考えます。
■情報交換・協力体制の構築の場
・情報交換を通じ、地域の中にある関係機関が連携し、協力し合える体制づくり
■生活支援コーディネーターとの連携の場
・地域の情報を教えていただき、生活支援コーディネーターが取材活動を通じて、地
域に発信することにより、事業の普及啓発を行う。10年後、20年後も地域で安心
して暮らし続けることができるよう、地域の支え合いの仕組みづくりを「わいわい
がやがや」話し合う場です。
（※各地区協議体の設置状況に
（※各地区協議体の設置状況については、P3〜P7に掲載）

情報共有

連携

課題検討

第１層協議体（栗原市）
は、何をするところ?
平成29年8月30日、15団体22名で構成され、設置されております。

■市全体の情報共有・地域資源及びニーズの把握・資源開発
・第２層で話し合われた情報を共有するとともに市全域
の地域資源及びニーズ把握・地域に不足するサービス、
支援の創出等
■市全体の関係機関とのネットワークの構築
・市全域の関係機関が連携し、これからの介護
「第２層生活支援コーディネーターも
予防や生活支援サービス等の整備を行う。
出席し情報共有・連携を図ります」
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築 館

（担当

細川

律子）

地 区
《構成団体》
（敬称略）

設置日：平成30年11月19日
会 長：白鳥 一彦 氏
（社会福祉法人迫川会

副会長：佐藤

15団体21名

・栗原市社会福祉協議会築館支部

いちょうの里）

・（社福）迫川会

文啓 氏

いちょうの里

・医療法人社団畑山医院 介護老人保健施設

（栗原市社会福祉協議会築館支部）

高森ロマンホーム
・（株）イークアル
・（株）長谷川新聞店
・築館郵便局
・地区社会福祉協議会（高森・本木地区）
・築館地区行政区長会
・築館地区民生委員児童委員協議会
・築館コミュニティ推進協議会
・築館警察署所在地交番
第１回地区推進会議では、「お互いの活動を知ろ
う！〜支え合える地域づくりをめざして〜」をテー
マに、各構成団体より活動紹介を行いました。
多様な団体と連携を図り、お互い知恵を出し合い、
5年後も10年後も住み続られる地域づくりに取り組
んでまいります。

若 柳

・栗っこ農業協同組合築館支店
・築館地区ボランティア友の会
・栗原市築館・志波姫地域包括支援センター
・栗原南部商工会

（担当

髙橋

由利）

地 区

設置日：平成30年９月13日
会 長：佐藤 友子 氏
（若柳地区ボランティア連絡協議会)

副会長：小野寺

清人 氏

（若柳地区ボランティア連絡協議会)

《構成団体》
《構成団体》
（敬称略）
17団体20名

・（社福）宮城福祉会

さくらの里若柳

・栗原市社会福祉協議会若柳支部
・（株）レジリエンス花つつみ
・（有）松野屋家具店

・若柳警察署

・若柳郵便局

・理美容組合

・若柳地区行政区長会
・下町元気アップ会
・地区社会福祉協議会 (並柳地区)
・若柳地区民生委員児童委員協議会
・栗っこ農業協同組合若柳支店
・若柳地区老人クラブ連合会
・宮城いきいき学園卒業生１０期会員
第２回推進会議を12月26日に開催。元気の秘訣
をテーマに「わいわいがやがや」話し合いの中でお
宝も発見。まずは自分の地域に愛着をもって暮らす
ことが、誰もが出来るこの事業への第一歩です。

・若柳地区ボランティア連絡協議会
・ボランティア

レインボーの会

・栗原市若柳・金成地域包括支援センター
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栗 駒

（担当

工藤

一恵）

地 区
《構成団体》
（敬称略）

設置日：平成30年11月13日
会 長：渡辺 晋 氏

15団体17名

・栗原市社会福祉協議会栗駒支部

（栗駒ボランティア連絡協議会）

副会長：五十嵐

・（社福）栗駒峰寿会

慶一 氏

・（社福）KTK福祉会

（栗駒地区民生委員児童委員協議会）

愛光園
ルグネット岩ケ崎

・（株）一枡
・栗っこ農業協同組合栗駒中央支店
・栗駒地区行政区長会
・栗駒地区民生委員児童委員協議会
・地区社会福祉協議会（２地区）
・栗駒郵便局
・栗駒地区老人クラブ連合会
・栗駒ボランティア連絡協議会
・栗原市栗駒・鶯沢地域包括支援センター

第１回推進会議では、地域が元気になるための話
し合いの場をより良いものにするため、まずは構成
された団体の活動を知る「情報共有の場」として開
催しました。
今後の話し合いに活かせる有意義な会議となりま
した。

高 清 水

・栗駒手をつなぐ育成会

髙橋

昌代）

地 区

（栗原市社会福祉協議会高清水支部）

雅志 氏

（高清水地区民生委員児童委員協議会）

第１回推進会議では、生活支援体制整備事業の趣
旨を理解し、これからの推進会議を進めるため、各
団体より意見が出されました。
今後、住みよい地域づくりを目指し話し合いを重
ねてまいります。
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・若柳警察署栗駒交番

（担当

設置日：平成30年11月９日
会 長：沼倉 明彦 氏
副会長：髙橋

・栗駒鶯沢商工会

《構成団体》
（敬称略）
17団体20名

・栗原市社会福祉協議会高清水支部
・（社福）豊明会 桂葉
・瀬峰高清水地域在宅介護支援事業連絡協議会
・高清水郵便局
・栗っこ農業協同組合高清水支店
・高清水地区行政区長会
・高清水地区民生委員児童委員協議会
・栗原市食生活改善推進員協議会高清水分会
・高清水地区婦人会
・築館警察署高清水駐在所
・地区社会福祉協議会（１地区）
・高清水地区自治会
・高清水地区老人クラブ連合会
・高清水地区ボランティア連絡協議会
・栗原市瀬峰・高清水地域包括支援センター
・栗原南部商工会高清水支部
・美容組合築館支部 高清水地区
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一 迫

（担当

《構成団体》
（敬称略）
21団体21名

（一迫地区民生委員児童委員協議会）

義雄 氏

（本町地区社会福祉協議会）

第1回推進会議では、「介護が必要になる時、又
はできる限り介護にならないようにするためには、
どのような地域になればよいのか」をテーマに情報
共有、話し合いをしました。様々な視点から意見が
出され、良い情報共有の場となりました。

瀬 峰

・（有）キクチ建材ゆうゆう工房
・一迫花山商工会 ・栗原消防署西出張所
・築館警察署一迫駐在所 ・狩野魚店

佐藤

早苗）

地 区

（栗原市社会福祉協議会瀬峰支部）

高二 氏

（瀬峰地区行政区長会）

副会長：髙橋

・栗原市社会福祉協議会一迫支部
・（社福）宮城福祉会 山王
・（NPO）みやぎ身体障害者
サポートセンターころんぶす
・（有）グロリア・プランニング
介護いつくしみの家
・
（有）くりはら健康センター
・デイサービス大東
・地区社会福祉協議会（本町地区）
・栗っこ農業協同組合一迫支店
・一迫地区行政区長会
・一迫地区民生委員児童委員協議会
・一迫郵便局 ・一迫コミュニテイ推進協議会
・一迫地区老人クラブ連合会
・いちはさま地区ボランティア連絡協議会
・栗原市一迫・花山地域包括支援センター
・（社福）栗原秀峰会 パン工房いそっぷ

（担当

設置日：平成30年10月30日
会 長：後藤 哲弘 氏
副会長：今野

由美）

地 区

設置日：平成30年11月9日
会 長：小山 哲也 氏
副会長：曽根

曽根

郁夫 氏

（瀬峰地区民生委員児童委員協議会）

《構成団体》
（敬称略）
15団体17名

・栗原市社会福祉協議会瀬峰支部
・（社福）白珠会

白鳥苑

・瀬峰高清水地域在宅介護支援事業連絡協議会
・瀬峰地区行政区長会
・築館警察署瀬峰駐在所
・瀬峰地区民生委員児童委員協議会
・瀬峰郵便局
・瀬峰婦人会
・栗っこ農業協同組合瀬峰支店
・瀬峰地区老人クラブ連合会
・地区社会福祉協議会（泉谷地区）
・瀬峰地区ボランティア連絡協議会
・栗原市瀬峰・高清水地域包括支援センター

第1回推進会議では、「ずっと住み続けたい瀬
峰」を目指し、構成団体がつながりました。
地域の宝物を再発見することで、「互いに支え合
う暮らし」が広がっていくよう、話し合いを進めて
まいります。

・栗原南部商工会瀬峰支所
・医療法人仁泉会
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鶯 沢

（担当

《構成団体》
（敬称略）
18団体18名

・栗原市社会福祉協議会鶯沢支部

(鶯沢地区住民自治推進協議会）

・（社福）宮城福祉会

喜典 氏

うぐいすの里

・栗っこ農業協同組合美容室

(栗原市防災会議）

後藤

由香）

地 区

設置日：平成30年10月30日
会 長：菅原 忠喜 氏
副会長：鈴木

千葉

・鶯沢地区行政区長会

家光 氏

・鶯沢地区民生委員児童委員協議会

(栗原市社会福祉協議会鶯沢支部）

・鶯沢地区住民自治推進協議会
・栗っこ農業協同組合鶯沢支店
・地区社会福祉協議会（堰根地区）
・鶯沢郵便局
・鶯沢地区老人クラブ連合会
・鶯沢地区ボランティア友の会
・栗原市栗駒・鶯沢地域包括支援センター
・若柳警察署鶯沢駐在所
第１回推進会議では「鶯沢地区における生活課題
（ニーズ）と取り組み状況について」をテーマに、
３つのグループに分かれて意見を出し合いました。
今後の話し合いに活かせる有意義な会議となりま
した。

金 成

・栗原市防災会議

・鶯沢地区婦人会

・栗駒鶯沢商工会

・栗原市立鶯沢小学校

（担当

千葉由美子）

地 区

設置日：平成30年10月30日
会 長：佐藤 有一 氏
(若柳金成商工会）

副会長：竹内

・栗原市消防団鶯沢地区団

義一 氏

(沢辺上地区社会福祉協議会）

《構成団体》
（敬称略）
16団体18名

・栗原市社会福祉協議会金成支部
・（社福）まりやの郷

金成の家

・（株）晴耕雨読デイサービスケアスタ中町
・沢辺本多薬局
・栗っこ農業協同組合金成中央支店
・金成地区行政区長会
・金成地区民生委員児童委員協議会
・地区社会福祉協議会（沢辺上地区）
・金成郵便局
・沢辺郵便局
・有壁郵便局
・オレンジカフェひよっこ

第１回推進会議では、構成団体ごとの活動紹介と
意見交換を行いました。
多様な団体構成のため、地域や自分たちの活動が
重要であると認識できた会議となりました。
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・金成地区老人クラブ連合会
・金成地区ボランティア友の会
・若柳金成商工会
・栗原市若柳・金成地域包括支援センター
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志 波 姫

（担当

《構成団体》
（敬称略）
22団体25名

（栗原市社会福祉協議会志波姫支部）

亨氏

（志波姫地区コミュニティ推進協議会）

副会長：三浦

末枝 氏

（志波姫地区健康づくり運動推進サポーター）

第１回推進会議では、構成団体の紹介とし、「そ
れぞれの活動が地域の支え合いに 」をテーマに、
日頃、行っている支え合いにつながる活動を情報共
有しました。

花 山

・栗原市社会福祉協議会志波姫支部
・（社福）千葉福祉会 千葉福寿園
・（NPO）虹の駅
・（株）ホープ デイサービス希望館
・地区社会福祉協議会（２地区）
・（株）み鶴 デイサービスはる
・介護タクシーＪｕｓｔ ・（有）相馬食品
・栗っこ農業協同組合志波姫支店
・志波姫地区行政区長会
・志波姫地区民生委員児童委員協議会
・志波姫地区コミュニティ推進協議会
・志波姫地区健康づくり運動推進サポーター
・志波姫郵便局 ・築館警察署志波姫駐在所
・志波姫地区老人クラブ連合会
・志波姫ボランティア連絡協議会
・栗原市築館・志波姫地域包括支援センター
・栗原南部商工会志波姫支所
・イオンスーパーセンター栗原志波姫店
・志波姫地区婦人会 ・くりはら振興（株）

（担当

菅原

謙二）

地 区

設置日：平成30年8月31日
会 長：大場 徳幸 氏
（栗原市社会福祉協議会花山支部）

副会長：佐々木

次男 氏

（花山地区行政区長会）

副会長：千葉

優子）

地 区

設置日：平成30年10月29日
会 長：三浦 德義 氏
副会長：白岩

千葉

妙子 氏

（花山地区婦人会）

第１回推進会議では、構成団体の連携・情報共有
を行いました。
次回は、「自分の地域を見つめ直そう！」をテー
マに、地区内の現況について意見交換を行います。

《構成団体》
（敬称略）
18団体18名

・栗原市社会福祉協議会花山支部
・（社福）豊和会 しゃくなげの里
・（一社）はなやまネットワーク
・栗っこ農業協同組合花山支店
・花山地区行政区長会
・花山地区民生委員児童委員協議会
・花山郵便局
・花山地区老人クラブ連合会
・花山地区ボランティア連絡協議会
・栗原市一迫・花山地域包括支援センター
・花山地区婦人会
・花山小学校協働教育推進委員会
・栗原地区更生保護女性会花山分会
・栗原市食生活改善推進員協議会花山分会
・花山地区生活改善クラブ
・栗原市立花山診療所
・（有）花山造園緑化建設
・築館警察署花山駐在所
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生活支援コーディネーターが

見つけた

地域の宝物紹介
くりはらには、素敵な資源がた〜くさん！
生活支援コーディネーターが地域におじゃまさせていただくと、栗原には長年続い
てきた支え合い活動がたくさんあることを知りました。改めて日常のつながりを意識
して見ることで、それが地域の素敵な宝物なんだという事に気がつきました。
その活動の一部を紹介します。

坂下老人クラブ

薬師会

筋力アップで
つながりアップ！

築館地区

毎週金曜日、午前10時から坂下会館で「く
りはら元気アップ体操」を行い、体操後、交流
を図っています。みんなで無理なく、楽しみな
がら出来ることが継続の秘訣です。

下町二地区

誰もが
地域の一員です
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顔の見える地域づくりを
モットーに

地区民の交流と健康づくりのため、毎月第１水曜日
に開催。健康体操、春・秋の活き活きウォーキング、
世代交流会で住民同士が交流する機会を持ち、「安心
して暮らせる優しい地域づくり」につながっています。

若柳地区

笑う、楽しむ、参加する。それが一番の介護予
防。敬老会では住民総出で大祝い。思いやる心が
膨らみ、地区内での小さな支え合い、声かけとな
り、ここで良かったと安心した地域がつくられます。

上照越活き活き健康教室

亀寿会

まだまだ元気
我々「亀寿会」におまかせあれ

お揃いのベスト「KAKE」。この皆さんは老人ク
ラブ「亀寿会」です。師走の寒い朝に花壇清掃。月
２回のお茶っこ会で団結力を持続。年季の入った後
ろ姿がとっても素敵で頼もしい地域のヒーローです。

栗原市地域支え合い情報誌

東方区地区

お茶っこ会

話して、笑って
制作活動

栗駒地区

介護予防につながる歌や体操、脳トレなど、
趣向を凝らした内容で楽しく交流しています。
この日は、制作活動に夢中！仲間同士で教え合
い、素敵なツリーやリースが出来上がりました。

高清水３区自治会

地域の輪を大切に

一本松地区笑生会

今の元気を
いつまでも

老人クラブ松鶴会

地域のために、
自分のために

日頃お世話になっている神社の除草作業を行
い、美化活動に努めています。今年は初めてお
茶っこ会を開催し、和やかな交流となりました。

一迫地区

共に支え合い、今の元気をいつまでも継続して
いけるよう、雨の日も風の日も、毎日続けている
ウォーキング。道路に落ちているごみ拾いも行い、
地域の美化運動にも努めています。

子ども達から
笑顔のプレゼント

毎年行われている、「一人暮らし高齢者と栗
駒小学校との交流」。今年は子ども達の歌や演
奏を観賞し、手遊びで交流しました。子ども達
の笑顔が生きがいにつながる大切な行事です。

高清水地区

毎年恒例となっている世代間交流。夏にはグ
ラウンドゴルフ大会、冬にはクリスマス会を開
催し、地区住民が顔を合わせ地域のつながりを
深めています。

栗駒ボランティア連絡協議会

保呂羽地区社会福祉協議会

長生きの秘訣
「笑顔が一番」

「お茶っこ会」で集い、会話を楽しみ、大声
で笑う。毎回みなさん楽しみに待っています。
笑うことは、健康維持につながります。
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泉谷地区社会福祉協議会

見守る気持ち、
お弁当に詰めて

瀬峰地区

見守りが必要と思われる方々に、手作りのお
弁当を届けました。「困った時はいつでも声を
かけて欲しい。」と地域の皆さん。思いやりの
支え合い活動が広がっています。

堰根友愛いきいきサロン会

みんなに笑顔を

姉下福寿会

「姉歯の松」清掃活動
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森下地区

毎週木曜日の
お茶っこ会

20年以上続くお茶っこ会。平成28年からは くりは
ら元気アップ体操 にも取り組んでいます。話語りや
合唱、時には勉強会を行うなど、介護予防はもちろん、
お互いの見守りや支え合いに大きくつながっています。

金成地区

大事な史跡「姉歯の松」は、老人クラブ会員
が草刈りや清掃活動を行い守っています。この
活動を次の世代にも受け継がれるよう願いなが
ら活動をしています。

わくわく おひさま
ちびっこひろば

未就学児とその保護者を対象に、絵本の読み
聞かせや手遊び、食育などを通して、子ども達
のすこやかな成長をお手伝いしています。

鶯沢地区

サロン会の活動を始めて16年。地域のつな
がりを大切に「さなぶり会」や敬老者をお祝い
する「福祉のつどい」など、地域で行われる
つどい も支えています。

よみきかせおひさま

末野地区

楽しいから集まるんです

第19回となるグラウンドゴルフ交流大会は、
世代間の交流と親睦を深める場となっている行
事です。赤ちゃんを連れてプレーに参加するほ
どの人気で、地域のつながりが深まりました。

栗原市地域支え合い情報誌

南地区社会福祉協議会

みんなの力で支え合い

志波姫地区

支部事業の一環で支援が必要と思われる方々に、
年に一度、地区内の「おたすけ隊」が訪問し、窓
ふき・障子貼り等の活動をしています、日頃の様
子等を聞き、安否確認にもつながっています。

花山沢地区社会福祉協議会

地域で祝う収穫祭

ウォーキング&芋煮会

地区内の景色をゆっくり眺めながらウォーキ
ング。手作りの芋煮汁を食べ、会話もはずみま
した。孫からぴーちゃんまで、みんな参加で交
流しました。

花山地区

子どもからお年寄りまで老若男女が集い、地域
をあげての収穫祭が盛大に開催。スカットボール
やマジック・演芸で楽しみ、会食しながら「お米
当てクイズ」を行い、地域のつながりを深めました。

大平地区社会福祉協議会

栗原市食生活改善推進員協議会花山分会

男性も楽しめるシニアカフェ

この日は、松ノ原地区でシニアカフェを開催
しました。脳トレ・おらほのラジオ体操等、内
容も盛り沢山で、楽しいひとときを過ごし、居
場所づくりとなっています。

地域づくりを目
る
れ
ふ
指し
あ
が
て!
顔
!
笑

普段の挨拶、近所づきあい、お茶っこ会、散歩などの様々な活動は、誰でも当たり前にやって
挨拶 近
動は 誰
いること。そんな当たり前の活動が楽しみや生きがい、介護予防にもつながり、見守り、見守ら
れるお互い様の関係が「地域の支え合い」づくりへとつながります。
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生活支援コーディネーターは
こんな役割を担っています。

１

高齢者に必要な支援や地
域資源（宝物）を発掘

・お茶っこ会

・趣味のサークル活動

・健康教室

・グラウンドゴルフ

・ちょっとした手伝い（ゴミ出し、雪かき等）

3

多様な関係機関との定期
的な情報共有及び連携・
協働の取組み

・第１層（栗原市）への情報提供や提案
など、第１層と第２層の定期的な連携
・住民主体の地域づくりをサポート
・生活課題の解決に向けた連携と協働に
よる取組み

2

関係機関のネットワーク
化・連携・協働の体制づ
くりと働きかけ

・第２層協議体の運営
（栗原市地域支え合い地区推進会議の開催）
・協議体を核とした
地域づくりのネットワーク
・地域資源の共有と生活課題の把握

4

支え合いの体制づくりに
関する住民、各種団体へ
の周知と意識啓発

・情報誌等で支え合い活動を発信
・行事や寄り合い等へ訪問しての周知
・住民向けにお宝発表会や研修会の開催

ーが、
タ
ー
ネ
ィ
デ
ー
コ
援
支
これからも、生活
！
地域におじゃまします
生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）は、
地域にある支え合いやつながりを発掘し、発信していきます。
地域の皆さんからの情報をお待ちしています。
編集・発行／社会福祉法人栗原市社会福祉協議会
築館支所

℡23-8087

若柳支所

℡32-3083

栗駒支所
一迫支所
鶯沢支所
志波姫支所

℡45-2150
℡52-4433
℡55-2834
℡22-2713

高清水支所 ℡58-3637
瀬 峰 支 所 ℡59-2322
金 成 支 所 ℡42-1248
花 山 支 所 ℡56-2028

次回、「地域支え合い情報誌第４号」
平成31年３月発行予定です。
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ホームページアドレス

http://kurihara-sfk.jp/
モバイル版はこちら! !
バーコードリーダーで読み取り。
モバイルサイトにアクセス!

