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●日　　時：平成29年10月11日（水）AM9：30～PM16：00
●場　　所：福島県中通り方面
●参 加 費：1,000円（不足分は社協で負担します。）
●申 込 み：10月４日（水）社協事務局まで申込み願います。
●集合場所：川崎町健康福祉センター　AM9：30まで

65歳以上の一人暮らし高齢者を対象に、情報交換会、
高齢者同士の親睦と福祉の向上を図るために開催します。

ボランティア
サマーフェスタ’17

2017.10

●日　時：平成29年10月5日（木）、11月8日（水）
　　　　  10：00～12：00
●場　所：川崎町健康福祉センター
　　　　 （１階のコミュニティホールにて）
●内　容：お茶のみ、健康体操や趣味活動
●参加費：100円～
●主　催：川崎町ボランティア友の会

　川崎町ボランティア友の会では、一人
暮らし高齢者の方々を対象に、気軽に集
まり交流ができる場、「お茶っこ飲み会」
を開催しています。是非、お気軽にご参加
ください。

　川崎町ボランティア友の会では、一人
暮らし高齢者の方々を対象に、気軽に集
まり交流ができる場、「お茶っこ飲み会」
を開催しています。是非、お気軽にご参加
ください。

お問い合わせは…社協まで!!▶TEL.85-1222

有償ボランティア活動

趣味や特技をいかした活動

施設でのボランティア活動

ふれあいネットワーク事業
（活動員）

学校支援ボランティア活動

認知症サポーター

地域での
ボランティア活動

（見守り・安否確認訪問など）

川崎町社会福祉協議会では、
ボランティアをしてくれる方を、随時募集しています。
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コーナー

ニジマス
掴み取り
コーナー

ほっと♥パドラー
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　8月27日（日）、川崎町健康福祉センターにおいて「ボランティアサマーフェスタ’17」が開催されました。
このイベントは、地域で支え合うボランティア団体、地域の方々や子ども達とのふれあい交流を図ること
を目的に開催しております。

　8月27日（日）、川崎町健康福祉センターにおいて「ボランティアサマーフェスタ’17」が開催されました。
このイベントは、地域で支え合うボランティア団体、地域の方々や子ども達とのふれあい交流を図ること
を目的に開催しております。

　当日は、24時間テレビ「愛は地球を救う」の募金活動も行われ、79,629円の募金が集まりました。ま
た、今年のチャリティーバザー等の売り上げは、106,933円が集まりました。こちらは『豪雨災害義援
金』として、被災された3県（秋田県、福岡県、大分県）に寄付しました。ボランティア友の会では、40,591
円を『歳末助け合い募金』として寄付しております。また、石巻有志の方々より、11,500円、株式会社メ
ディカルクリエイト 岡崎健様より5,000円を、社会福祉協議会へ寄付していただきました。ご協力いた
だいた皆さん、ありがとうございました。
　天気の悪い時期が続いておりましたが、当日はお祭り日和の晴天に恵まれました。ふれあいコンサー
トでは、川崎中学校吹奏楽部ならびに蔵ＮＥＯベンチャーズによる素晴らしい演奏を披露していただ
きました。各コーナーも多くの来場者がみられ、大いに盛り上がっておりました。
　今年も多くのボランティア団体や関係団体、中高生の学生ボランティアの皆さんより協力をいただき
開催することができました。大変ありがとうございました。
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　8月1日（火）夏休み福祉体験学習を開催しました。午前
は、車イス・視覚障がい体験をしながら、「ぱぴハウス」でお

昼ご飯を買いました。午後は、ＫＹＴ訓練
（危険予知トレーニング）を行い、セン
ターの中を探検して、危ないと感じた場
所を撮影し、なぜ危険なのかを皆で話し
合い、発表をしてくれました。

第二小学校とデイ利用者との交流会第二小学校とデイ利用者との交流会

キャップハンディ体験キャップハンディ体験

夏休み福祉体験夏休み福祉体験

？？

　社会福祉協議会では、福祉体験をとおし、障害があるなしに関らず、人として思いやりをもった心
を育んでもらおうと、キャップハンディ体験や、交流会などの福祉教育事業に取り組んでいます。

福祉体験学習（福祉教育事業の取り組み）福祉体験学習（福祉教育事業の取り組み）

　6月16日（金）川崎第二小学校
の3・4年生の皆さんと川崎町デイ
サービスセンター利用者の方との
交流会をしました。元気いっぱい
の児童たちによる、歌や楽器の演
奏、ダンスを見て、利用者の皆さ
んも大喜びでした。その後は、全員でゲームを楽しみ、肩
もみをしてお別れとなりました。

　6月26日（月）川崎小学校6年生を対象に、視
覚障がい体験、車イス体験をしました。

　6月29日（木）親子での視覚障がい体験、車
イス体験をしました。

～川崎小学校～ ～富岡小学校～

コミュニケーション
麻雀のお知らせ
コミュニケーション
麻雀のお知らせ

　タワシと同じ大きさの牌を使い、２人１組ないし３人１組など、合計８人
～１２人ほどで相談しながら楽しみます。「笑う・話す・一緒に相談」を
テーマとした健康麻雀です。

　７月４日（火）・9月5日（火）毎週火曜日、山村開発
センターで開催されている「いきいきサロン」の中
で、コミュニケーション麻雀を楽しんで頂きました。

　７月６日（木）毎月１回、中央コミュニティセンター
で開催されている「ほっと♡パドラー」にて、コミュ
ニケーション麻雀を楽しんで頂きました。

　川崎町社会福祉協議会では、地域でのサロン活動や、交
流の場にコミュニケーション麻雀を活用してもらいたいと
考え、コミュニケーション麻雀牌セットを2セット用意してお
ります。レクリエーションの一つとしてなど、様々な所で活
用できますので、活用の際は、社会福祉協議会までお気軽
にご相談下さい。

川崎町社会福祉協議会　TEL ８５-１２２２

コミュニケーション麻雀をご活用下さい

いきいきサロン ほっと♥パドラー

コミュニケーション麻雀とは？
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釜房ダム周辺の
清掃活動

川崎町レイクサイド
マラソンへの協力

第54回 仙南身障
体育大会の開催！

社会を明るくする運動

ボランティア団体等
情報交換会の開催

　6月24日（土）川崎町の資源をいかす会が主催
となり、釜房ダム周辺の清掃活動を行いました。今
年は30名以上のボランティアさんが集まりまし
た。捨てられていた布団やストーブが回収され、竹
藪の中からも沢山のゴミが拾われました。最後は
全員で分別が行われ、大量のゴミを捨てることが
できました。

　7月20日（木）
健 康 福 祉 セ ン
ターにおいて、ボ
ランティア団 体
等情報交換会を
開催しました。前
半 は 、コ ミュニ
ケ ーション 麻 雀
を皆さんで楽しみ、後半は、活動中に感じたやりが
いや、嬉しかった事についてお話を伺いました。今
後も、色々な団体とのネットワークを図りながら開
催していきます。

　7月25日（火）
七ヶ宿中学校体育
館を会場に、仙南7
町身体障害者福祉
協会の体育大会が
開催されました。
川崎町は、公式輪
投げ、フライング
ディスク、玉入れで
高得点を挙げ、昨年と同じく3位入賞を果たしまし
た。みなさん楽しみながらそれぞれの種目に挑戦
し、交流を深めていました。

　7月11日（火）社会を明るくする運動が展開され、町内の小
中高校で声がけ広報活動を行いました。委員の皆さんからの
あいさつに、子供達も元気にあいさつをしていました。

　川崎町でどのような活動や取り組みが行われているのか、詳しい方・ご存
じでない方関係なく、共通の立場に立ち、誰もが気軽に地域について話し合
える場を持つことで、新しい発見や活動の発展に繋げることを目的に、「ふ
れあい地域ミーティング」を開催いたします。
　興味をお持ちの方は、是非ご参加下さい。

　毎月1回、川崎町健康福祉センターにて、川崎町ボランティア
友の会が主催となり、一人暮らし高齢者を対象に開催されてい
るお茶っこ飲み会。
　9月7日(木)には、お弁当を取り寄せての会食会が開かれ、70
名以上の方が参加する大盛況となりました。今回は、ボランティ
アの皆さんによる、皿踊り、大正琴の演奏、フラダンス、大黒舞、
尺八の演奏、カラオケなど、盛り沢山のアトラクションが披露さ
れ、楽しい時間を過ごしました。

お茶っこ飲み会 会食会の開催

ふれあい地域ミーティングのお知らせ
気軽に集まり、地域について話せる場所気軽に集まり、地域について話せる場所

※申込みの必要はありません。当日会場までお越しください。

●日　　時：平成29年11月22日（水）13：30～15：30
●場　　所：川崎町健康福祉センター　２階　和室
●テ ー マ：「より良い活動のためのひと工夫」

赤い羽根募金運動が
10月1日よりスタートします！
赤い羽根募金運動が
10月1日よりスタートします！

川崎町
共同募金

委員会より

　今年も10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に展開されます。
　赤い羽根募金は、地域の福祉活動や、福祉施設、福祉団体、ボランティア活動充実のた
めの支援や、大規模災害時の活動支援などに配分され大切に使われております。今年も
皆さんの温かいご協力をお願いいたします。

　平成28年度の募金は、全額宮城県共同募金会へ送金し、平成29年
度の事業として県内全体及び社会福祉協議会等へ配分されます。

防災用品として町内の行政区へ下記のいずれか1点
を現物で配布
①ハンズフリー拡声器　②簡単四つ折り担架
③不織布毛布10枚組 　④防災用救急箱セット

平成28年度
「赤い羽根運動募金」の実績報告

赤い羽根募金総額
1. 一般募金
2．職域・団体募金
3．学校募金
4．その他募金 

内
訳

1,505,815円
1,403,750円

23,691円
13,044円
65,330円

歳末たすけあい募金総額
内訳

112,856円
112.856円1．篤志募金

町内会防災用品整備事業
599,215円

地域福祉事業として
（高齢者福祉事業、障害児・者福祉事業、ボランティア活動育成事業、福祉
団体育成事業など）

社会福祉協議会
867,190円

在宅福祉サービス事業として
（子ども見守り事業、災害時対策事業など）

歳末たすけあい配分金
112,856円

　9月10日（日）川崎町・川崎町教育委員会・川崎町体
育協会が主催となり、川崎町Ｂ＆Ｇセンターを会場と
して、「川崎町レイクサイドマラソン」が開催されまし
た。1464名のランナーが参加し、それぞれの目標に
挑戦していく中、その会場を支えるべく、500名を超
えるボランティアさんが集まりました。川崎町ボラン
ティア友の会もその中の一員として、更衣室・トイレ・
ゴミ箱の清掃スタッフを担当しました。ボランティア
一丸となって、ランナーを気持ちよく送り出し、そし
て暖かく迎えておりました。


