
受講者にはサポーターの

証「オレンジリング」を

お渡しします。 

 

１２月の仲里行事は、「忘年会」です。 

日時は１２月１４日（水）の予定です。 

詳細は改めて、号外にてお伝えいたします。 

御 蔵 島 
社協だより 
第１０３号  平成２８年１１月２５日 

発行元：社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会 

御蔵島村福祉保健センター仲里 ２階 

☎：０４９９４-８-２５０８（代表） 

☎兼 Fax：０４９９４-８-２５０７（仲里） 

携 帯（夜間・休日対応）：０８０-６８１５-３４７６ 

E-mail：mikura-shakyo@chime.ocn.ne.jp  

URL: http://www.mikura-shakyo.com 

 赤い羽根共同募金総額  １８，５３０円 

１０月より実施いたしました赤い羽根共同募金活動は、皆様の暖かいお心遣いのもと、上記の金額が集

まりました。この募金は東京都共同募金会でまとめられ、各団体へ配分されます。福祉保健まつりでのミ

ニバザーの売り上げも、こちらの募金に入れさせて

いただいております。募金をしていただいた方、ま

た設置にご協力くださった事業所の皆様に感謝い

たします。ご協力どうもありがとうございました。 

 

認知症サポーター養成講座のご案内 

今年度最後の開催となります。今回は平日午前の開催となっておりますので、場所含めお間違えのなきよう、

皆様よろしくお願いいたします。たくさんの方のご参加をお待ちしております。 

日 時  １１月３０日（水）午前９時３０分～１１時 

場 所  開発総合センター2 階 会議室（図書室） 

対 象  関心のある方ならどなたでも 

費 用  無 料 

内 容  認知症を理解する 

その他   詳細は下記までお問い合わせください。 

連絡先  御蔵島社協 ℡８－２５０８ 

※ この事業は、厚生労働省主体で実施している「認知症を知り地域をつくるキャンペーン」の一環として 

行われている「認知症サポーターキャラバン」の事業となります。詳細に関しましては、 

全国キャラバン・メイト連絡協議会のＨＰ（ＵＲＬ：http://www.caravanmate.com/ ）をご覧ください。 

平成２８年度歳末たすけあい運動募金 

「歳末たすけあい運動」は、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちが地域で安心して暮ら

すことができるよう、住民の参加や理解を得てさまざまな福祉活動を重点的に展開する東京都共同募金

会主催の運動です。この募金は、村内で身体障害者手帳をお持ちの方、８５歳以上の単身高齢者世帯の

方、母子・父子家庭の世帯にお見舞金等として活用させていただきます。皆様のご理解ご協力をよろし

くお願い致します。 

実施期間 １２月９日（金）～ １２月１９日（月） 

※社協理事、職員が各ご家庭（65 歳未満のご家庭）をご訪問いたします。 

「赤い羽根共同募金」にご協力ありがとうございました    
 

認知症サポーターとは？ 

・ 困っている認知症の人が 

いたら声をかける 

・ 家族の方へねぎらいの言葉

をかける 等… 

ちょっとした手助けのできる 

家族や地域の応援者のこと。 

mailto:mikura-shakyo@chime.ocn.ne.jp
http://www.mikura-shakyo.com/
http://www.caravanmate.com/


平成２８年 福祉保健センター仲里    １２ 月 の 予 定 表 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

● デイサービス（10:00～15:00）に興味のある方は是非お越し下さい。内容変更の場合もございます。 

● 食材受注等の都合により、献立が変更する場合がございますので予めご了承ください。 

● 社協では送迎サービスを実施しています。ご利用ご希望の方はお気軽にご連絡ください。 

１ 

幼児サークル 

機能訓練 

 

２  デイサービス 

  （壁面） 

献

立 

炒めごはん 豆腐ハンバーグ 

野菜寒天寄せ スープ 

エネルギー：512kcal たんぱく質：21.1ｇ 

５  配食サービス  

幼児サークル 機能訓練 

６  デイサービス 

  （壁面） 

７  配食サービス  

幼児サークル 機能訓練 

８ 

幼児サークル 

機能訓練 

９  デイサービス 

  （プレゼント製作） 

献

立 

ごはん 野菜肉巻き  

お浸し 煮物 果物 
献

立 

五目そうめん 添え物 果物 

じゃがいも甘煮 味噌汁 
献

立 

ごはん 焼魚 炒め煮 

お浸し フルーツ 
献

立 

いなり寿司 漬物 味噌汁 

筑前煮 青菜お浸し 果物 

エネルギー：521kcal たんぱく質：22.9ｇ エネルギー：528kcal たんぱく質：18ｇ エネルギー：512kcal たんぱく質：20.7ｇ エネルギー：550kcal たんぱく質：20ｇ 

１２  配食サービス  

幼児サークル 機能訓練 

１３ デイサービス 

  （年賀状） 

１４  配食サービス  幼児サークル 

機能訓練 仲里行事 

１５ 

幼児サークル 

機能訓練 

１６ デイサービス 

  （カレンダー塗絵） 

献

立 

ごはん 鶏の照焼き 果物 

野菜盛り合わせ カボチャ煮 
献

立 

ごはん 煮魚 カボチャ煮 

お浸し 果物 味噌汁 
献

立 

ごはん 揚げ出し豆腐 果物 

茄子の酢醤油和え 浅漬け 
献

立 

ごはん 田楽 肉団子 

即席漬け 味噌汁 果物 

エネルギー：567kcal たんぱく質：21.1ｇ エネルギー：620kcal たんぱく質：20.2ｇ エネルギー：510kcal たんぱく質：18ｇ エネルギー：467kcal たんぱく質：19.5ｇ 

１９ 配食サービス  

幼児サークル 機能訓練 

２０ デイサービス 

(保育園児と交流) 

２１ 配食サービス  

幼児サークル 機能訓練 

２２ 

幼児サークル 

機能訓練 

２３  

おやすみ 

（天皇誕生日） 
献

立 

ごはん 炒り豆腐 果物 

さつま芋レモン煮 即席漬け 
献

立 

カレー風味ごはん スープ 

つくね焼 フルーツ 
献

立 

ごはん 水菜サラダ 果物 

厚揚げと茄子のおろし煮  

エネルギー：518kcal たんぱく質：18ｇ エネルギー：630kcal たんぱく質：28ｇ エネルギー：516kcal たんぱく質：19.3ｇ 

２６ 配食サービス  

    幼児サービス 機能訓練 

２７   館内清掃 

施設は開放しております 

２８    館内清掃 

施設は開放しております 

２９ 

おやすみ 

   休館日 

３０  

おやすみ 

      休館日 
献

立 

ごはん 魚の竜田揚げ 果物 

さといもの煮物 酢の物  
デイサービスは 

翌年１月６日から再開します 

配食サービスは 

翌年１月１１日から再開します 
エネルギー：512kcal たんぱく質：26.5ｇ 

※幼児サークルは毎週月・水・木曜日（午前 10 時～12 時）の施設開放のみとなります。ご理解ご協力お願いいたします。 


