第 71 号
平成29年３月１日
編集と発行 社会福祉法人栗原市社会福祉協議会
〒987-2252 栗原市築館薬師三丁目６番２号 TEL 0228-23-8070

FAX 0228-22- 6012

！
て
め
こ
を
い
ボ折鶴に願

ジャン

栗駒放課後児童クラブの子ども達が、約３ｍ四方の紙に、
思い思いの目標を書いて、ジャンボ鶴を折りました。

主な内容

● 支部活動紹介

● 市民の声
( 栗原市ボランティアセンター運営委員 小野寺 絢さん )
● ぼらぼら通信
●１００歳おめでとうございます
● 栗原市花山デイサービスセンター

● 理事の退任・後任紹介
● 福祉のひろば ( 迫桜高等学校 )
● 温かい善意～ご寄附の紹介～
● 職員募集
● 生活相談所開設日程

この広報誌は、みなさんの会費と共同募金配分金により発行しております
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栗
駒 高齢者のつどい

栗原で育てよう！

金成温泉延年閣を会場に、栗駒地区内の一人暮らし
高齢者の方々を対象に開催しました。民生委員さんに
協力いただき、約 90 名が参加し志波姫地区「華龍」
さんのショーと会食交流会で和やかな時間を過ごしま
した。

栗駒総合体育館を会場に、2～4歳児を対象に開催
し、栗原市内外から大勢の参加がありました。泣いた
り、笑ったりと子ども達の元気な声が響きわたり、大
変好評でした。

「さあ、皆さんもご一緒に！」

高 清水 敬老に関する作文・

ポスター募集事業

たかしみずっ子
せみねっ子 あつま～れ
高清水中学校を会場に今年で４回目となる
「世代間
交流事業」を開催しました。
小さいお子さんから高齢者の方まで、幅広い年代の
皆さんに参加していただき、世代を超えた楽しい交流
となりました。

「入賞作品は会場に展示しました。」

「ジャンケン大会!!」

一迫支部委員・地区社協会長を対象に開催しました。
講師の金澤大樹様より、栗駒耕英地区の住民同士の
協力、支え合い活動のお話をいただきました。

「今後の地域福祉活動に向けて、大変勉強になりました。」

特集

「たくさん入るかな？」

高清水の小・中学生を対象に「敬老に関する作文・
ポスター募集事業」
を実施しました。
多数の応募の中から選ばれた最優秀賞受賞者は、高
清水敬老会で表彰し、会場の皆さんからたくさんの拍
手をいただきました。

一
迫 見守り活動支援研修会

３

ちびっこ育成ミニ運動会

築
館 グラウンド・ゴルフ世代間交流大会

お正月のつどい

築館総合運動公園野球場を会場に、地区社協より
181名の方々が集い交流を図りました。当日は、さわ
やかな秋晴れに恵まれ、世代を超えて一緒になり、競
技を楽しみました。

築館高齢者福祉センターを会場に、一人暮らし高齢
者の方々を対象に開催しました。今年も民生委員さん
にご協力いただき、総勢111名の参加となり、築館幼
稚園園児の皆さんや民謡うぐいす会さんによる歌や踊
りで楽しいつどいとなりました。

「ホールポスト目指して奮闘中！」

「さんさ時雨を皆さんで一緒に歌いました。
」

世代間交流会

若 高齢者ふれあい忘年会
柳

福祉施設交流事業

一迫小学校３学年の児童と高齢者、約９０名に参加
いただき、スマイルボウリングを通して世代間交流会
を開催しました。小学生も高齢者も目指すはストライ
ク。会場は笑いと歓声に包まれ、賑やかな交流会とな
りました。

一人暮らし高齢者と高齢者のみ世帯を対象に、２日
間で約２８０名の方に参加いただきました。民舞、レ
クダンスを鑑賞し、久しぶりの再会に会話も弾み、年
の瀬に楽しい昼食会となりました。

若柳支部委員と地区ボランティアの協力をいただ
き、福祉施設を訪問しました。
お抹茶の振る舞いと舞踊の披露で一緒に新年を祝う
日となりました。

「うまい。うまい。いいコース !!」

「この日は、
ひだまりの家を訪問」

「皆さん元気はつらつ。
また会いましょうと互いに健康を願いました。」

お馴染み『若柳音頭』
をご一緒に♪
♪ソ～レ ヤンレ ソレソレ若柳♪

２
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志 波姫 高齢者交流会

志波姫地域交流研修会

地区内の一人暮らし高齢者を対象に、志波姫幼稚園
の
「おゆうぎ会」
総練習を見学しました。日頃、小さな
子ども達とふれあう機会の少ない皆さんは、子ども達
の一生懸命な姿に感動し
「おゆうぎ上手だったねぇ～」
とたくさんの拍手を送っていました。

栗原中央病院副院長 石田健司氏を講師に迎え、「ロ
コモ体操で、元気はつらつ」と題し、講話をいただき
ました。健康に楽しく暮らす秘訣やロコモ体操の必要
性をユーモアたっぷりにお話いただき、会場内は笑顔
でいっぱいになりました。

「かわいい踊りに拍手喝采」

花
山 高齢者訪問事業
年末にかけ、７５歳以上の一人暮らし高齢者のお宅
を花山支部委員が訪問しました。
地区社協でもお茶っこ会や見守り活動などが行われ
ていますが、支部と地区がお互いに協力し、情報を共
有して、より住みやすい花山地区の地域づくりにつな
げていきます。

「目指せ！健康長寿！」

花山支部・地区社協合同研修会
美里町社協 浅野恵美氏を講師に迎え、「共に支え、
共に助け合い、共に生きる」仕組みづくりと題して、
美里の活動状況のお話をいただきました。その後はグ
ループワークを行い、これからの地域福祉活動に大変
参考になりました。

瀬 瀬峰・高清水合同
峰

地区社協活動研修会

若柳下在地区社協 佐藤友子会長より、工夫を凝ら
した活動の取り組みについて、
お話をいただきました。
下在地区の活動を参考に地域のコミュニティや支え合
いなど、魅力ある地区社協活動をめざします。

「これからの活動のヒントをいただきました。」

鶯
沢 鶯沢地区福祉のつどい
鶯沢支部委員と地域の推進委員を中心に実行委員会
を結成し、一人暮らし高齢者や高齢者世帯の方々をお
招きして、栗駒中学校の生徒の皆さんによる演奏や、
地域の芸達者さんの歌や踊りを楽しむ会となりまし
た。

せみね・たかしみず ふれあいクリスマス会
( せみねっ子を育てる会と共催 )

瀬峰ジュニアリーダーカボ・キッズが中心となり、
クリスマス会を開催しました。参加した子ども達は、
キャンドルサービスやゲームなどで、楽しい時間を過
ごしました。

「わくわく♪どんなゲームかな。
」

ハッピーバースデイ
訪問見守り事業
毎月、民生委員さんに協力いただき、お誕生日を迎
える一人暮らし高齢者の方々へプレゼントのお菓子と
バースデイカードをお届けしています。
安否確認と地域のつながりの一助になるよう取組ん
でいます。

「鶯沢

児童ク
ラブの
子ども
達の手
作りカ
ー

ド」

「訪問時、花山児童クラブの子ども達による
手作りのカードをお渡ししました。」

「地域の現状を再確認しました。」

「迫力！栗駒中学校 吹奏楽部の生演奏」

金
成 金成福祉まつり
「福祉への思い」

小野寺

絢

栗原市ボランティア
センター運営委員

５

福祉の仕事に携わり、
「福祉」とは何か、自分には何が出来るのかと、日々自分に
問いかけています。まだまだ学びの段階ですが、一つ一つの経験や失敗から多くの
事を学びました。
社会福祉協議会の事業に参加させて頂く中で、一番強く感じているのは人との繋
がりです。初対面の方とでも自然と会話が広がり、子供も大人も笑顔に溢れていま
す。「ひまわり植栽」では、障がい者の方々も参加し、ボランティアをする側の体験
から自信にも繋がり、皆とても生き生きと活動されていました。一人一人、形は違
えど、どこかで支え合っている事を改めて実感しました。
今年度、ボランティアセンター運営委員として活動の幅も広がり、新たな繋がり
が出来る事に大きく期待を膨らませています。地域で暮らす方々の、絆が深まる事
を願うと共に、
「しあわせ」や「ゆたかさ」を感じられるような、支援や取り組みをし
ていきたいと思っています。

「おめでとうと笑顔をお届けしました。
」

金成ふれあい食事交流会

「未来へつなごう福祉と防災」をスローガンに金成
やすらぎセンターで開催しました。２５０名の参加が
あり、福祉活動や防災への意識を高める機会となりま
した。

年間を通して在宅の一人暮らし等高齢者や、身体障
がい者の方々を対象に、５回開催しています。季節に
応じて、あやめ園や紅葉見学をし、その後は延年閣で
昼食をとりながら交流を図りました。

「災害時の炊出し訓練」

「参加者の演芸に大盛り上がり」

４
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１００歳おめでとうございます！

大正６年１月１日生まれ（築館・赤坂）

三浦ちしを 様

本会事業所をご利用いただいている 大正６年１月15日生まれ（一迫・金田中町）
兵藤つめ様
（訪問介護事業所）
、
三浦ちしを
様（一迫デイサービス、居宅介護支援事
業所）
が満100歳を迎えられました。
お祝いには、ご家族様や担当ケアマネ
ジャーも参加し、社協から記念品と花束
を贈呈いたしました。
これからもお元気にお過ごしください。

祝

栗原市花山デイサービスセンター

役員・評議員
退任者・後任者のご紹介
選出団体の退任に伴い、理事・評
議員を退任された方々、並びにその
後任の方々をご紹介いたします。

◆退任者
《理 事》蓬

田

親

彦 様

（栗原市民生委員児童委員協議会）

《評議員》後

藤

巻

１月９日
（月）
、若柳文蝶会の皆様に舞踊を披露していただ
きました。「雨降りお月さん」「おひまならきてよね」「あゝ
花山御番所」
など、素晴らしい踊りに拍手喝采でした。
子どもたちが登場すると、かわいらしい踊りに、目じりが
下がり「いいよ～」「ブラボー」の大声援！一緒に手踊りする
方もいました。
新年より盛りだくさんの華やかな舞台 子どもた
ちと一緒に
で、楽しいひと時を過ごしました。
ハイ、チーズ

平成28年度 栗原市ボランティア連絡協議会 交流会
☆日時

平成２８年１１月３０日（水） ☆会場 高清水ほっと館

ボランティア同士のつながりを深めることを
目的に、今年度初めて交流会を開催しました。
はじめに、いちはさま地区ボランティア連絡
協議会から地区で取り組んでいる活動について

発表をいただきました。
その後の交流会では、各地区のボランティア
による舞踊や昔話などで会場が盛り上がり、ボ
ランティア同士の交流が深まりました。

子 様

（志波姫支部）

◆後任者
《理 事》菅

原

昭

一 様

（栗原市民生委員児童委員協議会）

《評議員》鹿

野

真剣に聞き入る参加者のみなさん

喜美男 様

息ぴったりで、かっこいい！

（志波姫支部）

介護福祉士を目指して
校

迫桜高等学

迫桜高校の福祉教養系列では介護福祉士国家
試験の受験資格を得ることができます。
学校の授業では、福祉の歴史や法律、障害や
疾患など、幅広い知識を学んでいます。さらに、
それぞれの介護度に応じた食事の形態や入浴、
排泄などの介助方法も学ぶことができます。二
年次から始まる介護実習では、高齢者施設にお
いて、コミュニケーション技術やより専門的な
介護技術を身につけることができました。介護
の仕事は自分自身と向き合うことも多く、不安
に思うこともありましたが、利用者の皆さんの
感謝の言葉や笑顔が何よりもやりがいを感じさ
せてくれました。
私は春から介護職員として就職します。利用

7

福祉教養系列３年  佐藤  沙矢香

ボランティア保険
に加入されている
個人・団体の
皆さまへ
現在加入されている保険は、
平成２９年３月３１日まで

平成28年度 技術養成ボランティアスクール

手品講 座！

日時

平成２９年３月１５日（水）

１０：００～１１：４５まで

みんなで楽しく手品を
学びませんか？

となります。
平成29年度の加入・更新手続き

所

対

象

栗原市民（定員３０名）

講

師

ボランティアグループ
「ミラクル手品」さん

受付開始：３月15日（水）
者の皆さんに寄り添い、思いを受け止め、日々
の幸せを感じてもらえるような介護者になりた
いと思います。

社協支所または地域福祉課へ
お問い合わせください。

市民活動支援センター

場

（築館総合支所２階 多目的室）

（涌谷町）

参加費
問合せ・申込み

無

料

地域福祉課
（☎２３－８０８７）
6

栗原市社協だより

ご寄附の紹介

「地域の社会福祉のために役立てて下さい」と
心温まるご寄附・ご寄贈いただきました。

第 号
平成
年 月１日発行

３

名 様（一迫）

50,000円

事業運営課 ☎ ２１-２１４１（直通）

幸 様（築館）

4,995円

20,995円

栗駒グラウンドゴルフ協会 様（栗駒）

千

29

100,000円

ＪＲＣ栗原地区加盟校一同 様
浦

信 様（高清水）

匿
種

正

2,300円

◆ 寄贈物品 （皆さんに喜んでいただけるような活用
をさせていただきます）
匿

職員募集 看 護 師
■デイサービスで一緒に働く看護師を
募集しています。資格を活かして、
利用者さんの健康チェックや機能訓
練に携わってみませんか？
■詳細については下記までお問い合わせください。

◆ 寄附金（１２月１１日から２月１０日までの受付順）

長

71

温かい善意
ありがとうございました

名 様（築館）

ひざかけ

ＪＡ栗っこ女性部瀬峰支部 様（瀬峰） 和紙の干支飾り

社協本所・支所電話番号（市外局番 0228）
23－8070 (代表)
本所・総務課
本所・地域福祉課

23－8087 (直通)

本所・事業運営課

21－2141 (直通)

■編集と発行

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

45－2150

高清水支所

58－3637

一  迫  支  所

52－4433

瀬  峰  支  所

59－2322

鶯  沢  支  所

55－2834

金  成  支  所

42－1248

志波姫支所

22－2713

花  山  支  所

56－2028

介護保険等事業所電話番号（市外局番 0228）
訪問介護事業所
（ホームヘルプ）
居宅介護事業所
（ホームヘルプ）
築館デイサービス「ふれあい」

21－2146
23－8070

栗原市高清水デイサービスセンター 58－3637
栗原市一迫デイサービスセンター

52－4433

栗原市瀬峰デイサービスセンター

59－2322

栗原市鶯沢デイサービスセンター

55－2874

栗原市金成デイサービスセンター

42－1154

栗原市花山デイサービスセンター

56－2028

居宅介護支援事業所 (ケアマネジャー） 21－0225
生活介護事業所はげましホーム
共同生活援助事業所ふきのとう

■業務内容：利用児童の保育と遊び
や活動を通して基礎的
な生活指導を行う。
（月～金 ※土曜日勤務の場合もあり）
■就業時間： ○ 平日
１３：３０～１８：３０ ５時間
○ 祝日・振替休業・長期休業
（１日開所）
７：３０～１８：３０の間の５時間程度
（最大８時間）

■詳細については下記までお問い合わせください。

地域福祉課 ☎ ２３-８０８７（直通）

困りごと・心配ごとの相談は、

生活相談 所へ
たとえば
こんな相談！
相談所名

若柳生活相談所
栗駒生活相談所

日

３/７(火) ３/21(火)
３/９(木) ３/23(木)

高清水生活相談所 ３/６(月)
(高清水支所 58－3637) ４/３(月) ４/17(月)

一迫生活相談所

３/10(金) ３/24(金)

(一迫支所 52－4433) ４/７(金) ４/21(金)

瀬峰生活相談所
(瀬峰支所 59－2322)

金成生活相談所

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！

設

(栗駒支所 45－2150) ４/６(木) ４/20(木)

22－0745

モバイル版はこちら！
！

開

(若柳支所 32－3083) ４/４(火) ４/18(火)

鶯沢生活相談所

http ://kurihara-sfk.jp/

◆ 暮らしや住まいに関すること……
◆ 家族に関すること……
◆ 福祉に関すること……
など

開設時間

築館生活相談所 ３/７(火) ３/21(火) :
9 30～11:30
(築館支所 23－8087) ４/４(火) ４/18(火)

(鶯沢支所 55－2834)

ホームページアドレス

相談無料
秘密厳守

※栗原市内のどの相談所も利用可能です。※詳しくは、各支所へお問い合わせください。

22－8111

➜

〒９８７ ―２２５２ 栗原市築館薬師三丁目６番２号
ＴＥＬ ０２２８ ―２３ ―８０７０ ＦＡＸ ０２２８ ―２２ ―６０１２

若柳デイサービス「ひだまりの家」 32－3032

放課後児童クラブ支援員

(金成支所 42－1248)

志波姫生活相談所
(志波姫支所 22－2713)

花山生活相談所
(花山支所 56－2028)

３/９(木)
４/６(木)
３/８(水)
４/５(水)
３/10(金)
４/７(金)
３/８(水)
４/５(水)
３/６(月)
４/３(月)

３/23(木)
４/20(木)
３/22(水)
４/19(水)
３/24(金)
４/21(金)
３/22(水)
４/19(水)
４/17(月)

9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30
9:30～11:30

８

