
地域の取り組みを探しています！！地域の取り組みを探しています！！

福祉体験学習・防災・
ふくしプログラムを行っています

　川崎町で地域のために活動している方や団体、地域活動などの「お宝」を募集しています！！自分たち
やご近所での取り組み、こんな人がいるなどをぜひ社会福祉協議会に教えてください。また、地域のた
めになにか活動をしたい、という方がいらっしゃれば、ぜひご連絡ください。

　川崎町社会福祉協議会では、障がいの疑似体験をするキャップハンディ体験や、近年増加している災害への
備えや災害時の対応を学ぶ防災・ふくしプログラムを町内の学校や地域で実施しています。

　川崎町総合防災訓練、健康福祉センター避難訓練に参加しました。災害
は、いつ起こるのか分からないため、日ごろからの備えが重要となります。
また、いざ災害が起きた際には、地域住民同士の協力が必要不可欠です。
　社会福祉協議会では、これからも防災のための活動や、
地域づくりに取り組んでいきたいと思います。
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いきいきサロン（山村開発センター）

高齢者疑似体験

避難所体験の段ボールベッド

にこにこ会（中新町）

地域の
お宝の例

この他にも、非常食体験
などがありますので、
気になる方は気軽に
お問合せ下さい。
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車椅子体験

白杖体験

情報障がい体験

高齢者疑似体験

非利き手体験

防災ビンゴゲーム

バーチャルマップ作り

避難所体験

災害について説明

被災体験話

車椅子の操作方法や移動時の注意点について学びます。

 アイマスクを着用し、白杖を体験します。

情報の伝え方を制限した中で伝える体験をします。

高齢者の身体状況を体験し、理解を深めます。

ケガなどで利き手が使えない状況を体験します。

仮想の町を想定し、災害発生時の対応について学びます。

災害の種類や被害、避難情報などについて学びます。

避難所で必要な物を作るなどの体験を通して、
非難所生活を学びます。

災害時に必要な備品について、ビンゴゲームを
通して学びます。

東日本大震災で被災、避難した体験についての
講話を行います。

川崎町社会福祉協議会

TEL  0224－85－1222　 FAX  0224－85－1224
 E-mail  kawasakit-shakyo@io.ocn.ne.jp
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地域のサロンを紹介します

　柴田農林高等学校川崎校ボランティア部の生徒た
ちに、七夕の吹き流しを作っていただきました。とても
立派な吹き流しで、デイサービスの利用者様も喜んで
いました。
　ボランティア部には他にも、草むしりや清掃活動な
どをしていただいています。これからもよろしくお願
いします！！

柴田農林高等学校
川崎校ボランティア部

　8月25日、岩沼高等学園川崎キャンパスで、福祉科
現場実習を行いました。
　生徒たちは、デイサービスセンターの概要の説明を
受けた後、福祉車両の乗車・リフト操作の体験などを行
い、福祉・介護の現場への知識や経験を深めました。

岩沼高等学園
福祉科 現場実習

　8月27日、24時間テレビに合わせて行う募金・グッズ
販売に、柴田農林高等学校川崎校の生徒にボランティア
として協力していただきました。
　当日は来所した地域住民の方たちに、笑顔で丁寧な
対応をして下さりました。
　なお、コロナウイルス感染拡大に伴い、今年のボランティアサマーフェスタも残念ながら中止と
なりましたが、来年の開催に向けて力を入れて準備していきたいと思います。

24時間テレビ
チャリティー募金への協力

高校生福祉活動紹介高校生福祉活動紹介
川崎町内の高校生の福祉に関する活動をご紹介します。

　川崎町山村開発センターで毎週火曜日に行われている、いきいきサロンにお邪魔してきました。
　いきいきサロンでは歌や体操などのレクリエーション活動を行っており、今回はコミュニケーション
麻雀を行いました。皆さん協力しながら頭と体を使いながら楽しんで取り組み、上手くアガれたときに
はとてもうれしそうでした。
　いきいきサロンの皆さん、ありがとうございました。これからもお邪魔したいと思いますのでよろし
くお願いします。

いきいきサロン
開催日時：隔週火曜日
 ９：３０～１１：３０
開催場所：山村開発センター
 2階研修室

　コミュニケーション麻雀は、2人～3人1組く
らいのチームを４組作って行うレクリエーション
です。使う牌は、通常のものよりも大きく、一個
当たり2４０グラムほどの重さがあります。その
ため、頭と身体を両方使った運動にもなります。
　ルールは通常の麻雀を簡略化して、分かりや
すくなっている一方で、麻雀本来の駆け引きや
運などの要素はそのままのため、初心者の方と
経験者が混じっても楽しむことができます。
　川崎町社会福祉協議会では、コミュニケー
ション麻雀やその他レクリエーショングッズの貸
出を行っています。また、出前講座もありますの
で、興味のある方は気軽にお問合せ下さい。

コミュニケーション
とは？麻雀

牌はたわし大の大きさで、
重みがあります。

準備はみんなで行います。
牌が大きいので、
いい運動になります！！

大事なのはコミュニケーション！！「どれにする？」「それとって」
「はいどうぞ」などの協力の声が自然と出てきます。
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　デイサービスセンターでは、毎月様々な活動を行っています。
今回はその一部を、写真とともにご紹介したいと思います。

これからも元気にご利用ください！！

デイサービス農園

レクリエーション・制作活動・行事など

デイサービス
センターでは
毎年利用者様が
野菜を育てています。
今年は立派なジャガイモ
(メークイン)を育て、
収穫する事が
できました！！

今年も大収穫でした！！

デイサービス特別メニュー 毎月のお楽しみ！

4月 7月 8月

お花見弁当 うなぎ 夏祭りメニュー

今年の夏祭りも、
大いに

盛り上がりました！！

川校ボランティア部の
生徒達に、
七夕飾りを作って
いただきました。

毎月川崎病院の佐藤先生に、
リハビリ体操を

実施していただいています。

季節によって様 な々
お風呂にしています。
5月は菖蒲湯でした。

レクリエーション大会を開催し、
優勝者にトロフィーが授与されました。

オリジナルの
手ぬぐいづくりに
挑戦！！
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赤い羽根共同募金運動が
10月1日スタートします！

令和3年度 「赤い羽根共同募金」 の実績報告

1． 一般募金・・・・・・・・・・1,362,550円
2． 職域・団体募金・・・・・・・・50,257円
3． 学校募金・・・・・・・・・・・・・・13,969円
4． その他募金・・・・・・・・・・・・55,871円

　令和3年度の募金は、全額宮城県共同募金会
へ送金し、令和4年度の事業として県内全体及び
社会福祉協議会へ配分し、活用されています。

●赤い羽根募金総額…1,482,647円

内
　
訳

●歳末たすけあい募金総額…75,000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）

●社会福祉協議会………850,687円 ●歳末たすけあい配分金……75,000円

内
訳
1． 篤志募金・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円
2． 個人募金・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円

　地域福祉事業として（高齢者福祉事業、障
がい児・者福祉事業、ボランティア活動育成
事業、福祉団体助成事業など）

令和4年
大雨災害義援金を
受付しております

川崎町共同募金委員会より

川崎町共同募金委員会事務局
(川崎町社会福祉協議会内)

TEL 85-1222

義援金受付及びお問い合わせ先

　川崎町ボランティア友の会では毎月、一人暮らし高齢者の方を対象にお茶っこ飲み会を開催して
います。活動内容は講話、創作活動、レクリエーションなど様々です。ぜひ気軽に参加していただけ
ればと思います。今後もコロナウイルスの感染状況などを考慮して、開催していきます。次回は10
月12日(水)10時～11時30分で、川崎町の歴史について講話の予定となっておりますので、よろし
くお願いします。

　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。

お茶っこ飲み会お茶っこ飲み会

ボランティア友の会からのお知らせ

七夕飾り作り七夕飾り作り7 月7 月

防災関連の講話・体験防災関連の講話・体験8 月8 月

災害について学んだ後、避難所で使えるマスク・スリッパなどを作成しました。

防災
マップ

　令和4年7月・8月の記録的な大雨によって、多くの
地域で河川の堤防決壊による洪水や、土砂崩れなど
の被害が発生しました。被災された皆様に心よりお
見舞い申し上げます。
　今回の豪雨災害で、特に被害の大きかった大崎
市、松島町、山形県、新潟県、石川
県の支援のための義援金の受付を
行っておりますので、皆様のご協力
をお願いいたします。

それぞれオリジナルの飾りつけをして、最後はみんなで記念写真！！
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