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～美里町生活支援体制整備協議会啓発事業～
３月26日㊋ 美里町駅東地域交流センターにて
［関連記事２ページ］

ついて、寸劇を通し話題提
供しました。参加者からは
「楽しく地域づくりについ
て学ぶことができた」とい
った声が聞かれ、一人ひと
りが役割を持ち、安心して
暮らし続けることができる
よう、地域とのつながりを
持つことの重要性について
考える場となりました。
その後のライブトークで
は、健康づくり・介護予防
をテーマに、３つの活動実
践者をゲストにお迎えし、
そこから生まれるつながり
と支え合いについてお話い
ただきました。その中では、
「一つの出会いから輪が広
がり、そこから健康づくり
や介護予防への意欲が高ま
った。」というお話など、
地域のつながりが自分自身
を元気にすると同時に地域
も元気になることを学ぶこ
とができました。３つの活
動は、きっかけや活動内容
は違いますが、どの活動も
普段の暮らしに楽しみを持

ちながら、地域のつながり
を大切に紡いでいることが
わかりました。
このような自然なつなが
りや支え合いは、地域の大
切なお宝と言えます。美里
町生活支援体制整備協議会
では、このような地域のお
宝にスポットをあて、活動
の立ち上げを含め積極的に
活動の応援をしていくとと
もに、今後も誰もがいきい
きと暮らし続けることがで
きる、支え合いの地域づく
りを推進していきます。

小学１年生へ防犯ブザー贈呈

地域全体での見守りを！

美里町社協では、「地域の子どもたちが安心・安全
に小学校へ登下校できる明るい地域であるように」と
いう願いを込めて、毎年春に町立小学校と宮城県立聴
覚支援学校小牛田校の新入学児童を対象に防犯ブザー
を贈呈しています。４月８日（月）の小牛田小学校入
学式には笠松清会長が出席し、児童代表に防犯ブザー
を手渡しました。
この防犯ブザーの贈呈にあたっては、地域の皆さま
にご協力いただいている社会福祉協議会会費、赤い羽
根共同募金配分金のほか、収集ボランティアとして寄
せられたプルタブを換金し財源に充てています。今後
とも皆さまのご協力をお願い致します。
また、子どもた
ちが防犯ブザーを
鳴らし助けを求め
た際には、安全確
保に努め、必要に
応じて通報などの
対応にご協力くだ
さい。防犯にかか
わる機関だけでな
く、美里町に暮ら
す私たちみんな
で、地域の安心・
安全に向けて取り
組んで参りましょ
う。
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『地域の介護予防活動は地域づくりの第一歩』
３月 日（火）美里町駅
東地域交流センターにて、
美里町生活支援体制整備協
議会啓発事業「地域の介護
予防活動は地域づくりの第
一歩」を開催しました。
当日は、仙台白百合女子
大学 人間学部 心理福祉学
科の志水 田鶴子（しみず
たづこ）准教授を講師に招
き、町内外から 名が参加
しました。
第一部では、志水准教授
から「地域の介護予防活動
は地域づくりの第一歩」と
題し、地域で行われている
健康づくりや介護予防活動
は、地域とつながるきっか
けになることや、そこから
お互いに気にかけ合う関係
になり、地域づくりが始ま
っていくことなどのご講演
をいただきました。
第二部では、主催三団体
（美里町生活支援体制整備
協議会・美里町・美里町社
協）が地域の介護予防活動
が地域づくりになることに

笠松会長から防犯ブザーを受取る児童代表
（小牛田小学校入学式にて）
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募 集・お知らせ
小地域福祉活動推進事業 前期申請受付
住民みんなが自分らしく、安心して幸せに暮ら
していける地域をつくっていくため、新たな視点
で地域課題に取り組む団体やグループを対象に活
動支援と助成を行います。
■対象団体／町内の５名以上で構成する団体。非
営利活動を行い規約等を有する団体。
■対象事業／美里町民を対象に、安心して幸せに
暮らしていける地域をつくっていく
ために新たに地域課題に取り組む事
業。
活動例：生活支援や外出支援、障がい理解の
普及、交流・社会参加活動、サロン
活動、世代間・親子の交流事業、地
域活性化、コミュニティ形成事業な
ど。
■活動助成／１事業あたり５万円を限度（総事業
費の１割自己負担）
※審査のうえ本会予算の範囲内で助成決定。
※同一事業継続申請の場合は３年まで申請可。

■申請期間／前期：４月１日～６月28日まで
（後期：10月１日～12月27日まで）
■申請書類／本会指定の申請書類、団体の総会資
料等

安心生活支援事業「あんしんネットワーク」
見守り活動の登録（対象者・協力員）にご協力をお願いします。
日常的に地域のなかで高齢者や支援を必要とす
る方を見守り、誰もが安心して住み慣れた地域で
暮らし続けることができるように、支え合う環境
づくりを行っています。
■対象者／一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世
帯、日中単身の高齢者、障害があり支
援を必要とする方、ひとり親家庭の親
子、その他見守りが必要な方
■協力員／美里町にお住まいの方
■見守り方法／日常生活のなかで、対象者を訪問
や電気・カーテンの開閉等の目視
による見守りを行います。緊急事
態の際は緊急連絡先や関係各署へ
連絡します。
■登録方法／見守りを希望される方、協力員を希
望される方、どちらもお住まいの地
区の民生委員児童委員さんへご相談
ください。
■その他／登録情報などの個人情報を保護します。
協力員はボランティア保険加入（掛金
町負担）

ちょこっとボランティアカフェ

町民福祉講座

美里町社協では、①プルタブ、②使用済み切手、
③書き損じハガキの収集ボランティアを推進して
おり、プルタブと書き損じハガキは美里町の地域
福祉活動等に、使用済み切手は発展途上国の女
性・妊産婦の支援として活用されています。
下記日程で、皆さまからお寄せいただいた『プ
ルタブ』『使用済み切手』の仕分け等を行ないま
す。お茶を飲みつつ、おしゃべりをしながら楽し
くボランティアしませんか？予約不要、入退出自
由です。お気軽にご参加ください。
■日
■会
■内

時／６月７日（金）13：30～15：00
場／駅東地域交流センター２階 大会議室
容／プルタブ・使用済み切手の
仕分け ほか
■参加費／無料
■申込み／不要
■その他／入退出は自由です。

上記事業のお申込みはこちらまで

社 協 事 務 局

住民一人ひとりがその人らしく地域社会の一員
として認め合い・支え合いながら美里町の特性を
活かした地域づくりを推進していくため、「地域
福祉」をテーマに講演会を開催します。
■日
■会

時／５月29日（水）13：40～15：30
場／駅東地域交流センター １階
多目的ホール
■内 容／「地域福祉の動向と
地域共生社会に向けて」（仮題）
講師：社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
地域福祉部長 西 塚 国 彦 氏
■対 象／美里町にお住まいの方150名程度
■持ち物／筆記用具
■参加費／無料
■申込み／５月20日（月）まで社協事務局へ
■その他／福祉活動推進員合同会議
（13:00～13:30予定）
終了後の開会となりますので、開会が
若干遅れる場合があります。

電話 32-2940 ＦＡＸ 32-5160
Ｅ-mail：misato@misato-wel.com
（電話受付は平日9：00～17：00のみです）
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ふくし総合相談

わが家の

●ふくしなんでも相談【予約不要・随時】
社協職員が随時相談に応じます。
くらしに関わる困りごとなど内容は問いません。
①一般相談(社協事務局・来所又は訪問)
②電話相談(社協事務局)
・代表電話 (TEL 32-2940／平日8:30～17:15)
・ほっとダイヤル(TEL 070-6401-2681／
年中無休7:00～20:00)

●無料法律相談【要予約】(予約電話32-2940)
相続・多重債務・家族問題など、弁護士が相談に
応じます。1件当たりの相談時間は30分以内です。

月

日

時

間

場

15

『あたたかい善意』を
ご紹介いたします

４

50

16

24

物品のご寄付

◎匿名様（練牛）
カップ麺 個･菓子 点・
飲料 本・インスタント麺
２袋
◎匿名様（志賀町）
食器用洗剤１個・靴下７足
◎匿名様（素山町）
ボックスティッシュ５箱
◎匿名様（八幡）タオル３枚
◎匿名様（彫堂）
未使用ハガキ400枚
◎匿名様（新田）
テレフォンカード６枚
◎匿名様（牛飼２区）
切り絵120枚
◎梨扇会様
カセットボンベ３本
◎ボランティアグループ
かけはし様
ボックスティッシュ 箱・
柔軟剤２袋

月社協メモ

19

日

第１回地区社協連絡協議会※

み さ と 元 気 塾（ 月 ）②
み さ と 元 気 塾（ 火 ）② ※

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会
みんなにこにこ ふくしのわ

TEL 0229
（３２）
２９４０ ／ FAX 0229
（３２）
５１６０
〒987-0038 宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17-4 美里町駅東地域交流センター内
URL http://www.misato-wel.com/
E-mail：misato@misato-wel.com
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31 28

日

日・
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24 21

※会場＝美里町駅東地域交流センター

日・
日・

17 14

福祉活動推進員合同会議※
町 民 福 祉 講 座 ※
み さ と 元 気 塾（ 木 ）② ※
第１回社協評議員会※
第２回社協理事会※

10

31 31 30 29 29 29 28 27
日

『みさと元気塾』月曜コース参加者募集中!!
運動や体力に自信はないけれど、これから始めたい方におすすめの
教室です。
【期 間】5月13日(月)から3月9日(月)までの全20回
【場 所】農村環境改善センター 又は、活き生きセンター
【時 間】午後1時30分～午後3時00分
【申込み】5月9日(木)まで保険料1,200円を添えて社協事務局へ
※定員40名になり次第、申込を締切させて頂きます。
※詳細については、社協だより4月号をご覧下さい。

今月の配食サービス

年度介護予防事業

火…7日・
金… 日・

平成

５

『社協の事業・活動に役立てられます。
ご協力ありがとうございました。
』

2日

7日

地域福祉笑楽校（大口団地自治会）

声 の 広 報 録 音 日 ※
声 の 広 報 録 音 日 ※
第１回社協監事会※

地域福祉笑楽校（ボランティア山の神）

日

日

みさと元気塾（火）①開講式※

みさと元気塾（月）①開講式

7日

日

みさと元気塾（木）①開講式※

第１回社協理事会※

日

日

第１回生活相談員会議※

日

日

17 16 14 14 13 13 11

16

日～ 月 日）

７月19日（金） 13:30～15:00 美里町駅東地域交流センター

３

月

５月17日（金） 13:30～15:00 美里町駅東地域交流センター

（

所

現金のご寄付

場

次回は平成30年６月生まれ

掲載希望の場合は、写真（メディア等）を５月10日（金）までに社協
事務局へお持ち下さい。
◎写真（プリント）の場合…できるだけ顔全体が大きく写っているもの。
◎デジカメの場合…カメラのままお持ち頂いても結構です。
◎メールの場合、写真の他にお子様の氏名（ふりがな）・生年月日・
ご住所・電話番号をお知らせ下さい。（misato@misato-wel.com）

◎美里町ゴルフ協会様
四九，三〇〇円
◎宮城県小牛田農林
高等学校生徒会様
四，六〇七円
◎浅野恵美様（駒米）
五〇，〇〇〇円
◎田原幸秋様（彫堂）
一五，〇〇〇円

生活上のどんなことでも結構です。ご相談に応じ
ます。

間

募集

町内の福祉活動にお役立て下さい。

●生活相談【予約不要】
時

ベビースターを募集しています！

本誌の発行月（毎月）に満１歳を迎える
あなたの家のベビースターをご紹介する
コーナーです。
皆様のご応募お待ちしております。

※当月間総額
一一八，九〇七円

８月16日（金） 13:30～15:30 美里町駅東地域交流センター

日
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６月21日（金） 13:30～15:30 美里町駅東地域交流センター

月

2019年５月

