～たすけ合い・ささえ合い・おらほの宝～

おたがいさま
【登米市生活支援体制整備事業広報誌】

特 集
◆買い物支援情報
◆企業・事業所の地域貢献活動！
◆第三期モデル事業指定団体決定！
市内に広がる買い物支援の輪！
登米市内では、買い物に行ける店舗が自宅付近になくなり不自由を感じている方、
車を運転することができなくなったことにより買い物が困難になった方、あるいは重
い荷物が持てないために、一度に少量しか購入できないなどの理由で日常の買い物が
困難になった方々が年々増加しています。
そこで、今号では宅配・買い物代行・移動販売などの店舗を掲載しておりますので、
日常の買い物に役立てていただければ幸いです。

No.

６

～買い物支援情報～
この情報は、日常生活で買い物に困っている方へ、下記店舗が実施している配送・配達、移動販売などの
サービスを行っている店舗の情報です。
それぞれ、「おたがいさま（第５号）」（平成３０年７月２日発行）の情報募集に応じられ、掲載の申し出のあっ
た事業所を掲載しています。この他に買い物支援を行っている事業所等がありましたら、登米市社会福祉協
議会本部までご連絡下さい。（電話：０２２０-２１-６３１０）

◆配達・配送
おいかわ生花
電話：０２２０-２２-３１２３

登米市迫町佐沼字西佐沼２７
ＦＡＸ：０２２０-２２-３１２３

●対象地域

登米市全域

●取扱商品

生花、シルクフラワー、花の商品券、
アレンジギフト、スタンド花等

●受付時間

電話：午前９時～午後７時

ＦＡＸ：２４時間

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

商品の配達・配送の他、ご来店の際、高齢などの
理由で交通手段のないお客様には、当店への送迎
も致します。詳細はお問い合わせ下さい。

（株）ＭＯＤＥ鈴屋
電話：０２２０-２２-３２７７

登米市迫町佐沼字西佐沼６９
ＦＡＸ：０２２０-２２-８０８０

●対象地域

迫町・中田町・南方町・米山町 他、周辺地域

●取扱商品

婦人服全般・肌着・靴下類・パジャマ・エプロン・タオル類・寝具等

●受付時間

電話：午前９時～午後５時

●定 休 日

不定休

●支払方法

現金引換

●費

迫町内は配達無料。（一部地域を除く）

用

ＦＡＸ：２４時間

町外は地域に応じて３００円～７００円の配達料。
（※但し、４，０００円以上のお買い上げで配達無料。）
●備

考

個人宅への配達の他、施設や集会所等での販売も
致します。また、ご来店の際に高齢などの理由で
交通手段のないお客様には、当店への送迎も致します。
詳細はお問い合わせ下さい。

サービス内容や時間帯はあくまでも目安です。店舗の状況等により対応できない場合もあります。また、利用に際しての契約・
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取引には関与致しかねますので、当人同士での対応となります。詳細については、各店舗へ直接お問い合わせ下さい。

石巻屋

登米市迫町佐沼字新大瀬４２３

電話：０２２０-２２-４０２６

ＦＡＸ：０２２０-２２-４０２６

●対象地域

迫町北方地区、新田駅前近辺まで

●取扱商品

鮮魚、食料品、青果等

●受付時間

電話：午前９時～午後４時

●定 休 日

不定休

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金１，５００円以上で配達無料。

●備

考

ご近所様同士でのおまとめでのご注文を

ＦＡＸ：２４時間

よろしくお願いします。

まるふく

登米市登米町寺池三日町４８

電話：０２２０-５２-２１４５

ＦＡＸ：０２２０-５２-２１８５

●対象地域

登米町・津山町全域。中田町宝江地区。

●取扱商品

婦人・紳士用品、肌着、くつ下、
タオル類等

●受付時間

電話：午前９時～午後４時

●定 休 日

毎週日曜日

●支払方法

現金引換、とめっこマネー

●費

登米町内配達無料。町外は配達料３００円。

用

ＦＡＸ：２４時間

商品代金５，０００円以上で配達無料。
●備

考

移動販売の要望がありましたら、ご指定の日時、
場所へ訪問可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

はんとくパンの店
電話：０２２０-５５-２７２７

登米市米山町字桜岡貝待井３４-１
ＦＡＸ：０２２０-５５-４１０３

●対象地域

米山町、豊里町、南方町、迫町

●取扱商品

食料品（各種パン・梅干し他）

●受付時間

電話：午前９時～午後３時

●定 休 日

日曜日

●支払方法

現金引換

●費

配達無料

用

●利用条件

『槃特会にしの御膳』
（弁当の宅配サービス）
ご利用の方に限ります。
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みやぎ登米農協 食材宅配センター
電話：０２２０-３４-２２１０

登米市中田町石森字駒牽２６５-１

ＦＡＸ：０２２０-３４-７４１９

●対象地域

登米市内（ただし、津山町を除く）

●取扱商品

食材の宅配サービス
※専門家が栄養バランスを考えたバラエティ豊かなセットコースから選べます。

●宅

配

ご自宅へお届けします。
・Ａコース（月・水・金）
・Ｂコース（火・木・土）

●受付時間

電話：午前９時～午後４時

ＦＡＸ：２４時間

●支払方法

口座引落（便利なＪＡの口座引落をご利用下さい。）

●費

用

カタログから選択していただきます。

●備

考

基本は週３回の配達となりますが、コースの種類が
多様ですのでご相談下さい。

みやぎ生協 個人宅配･共同購入

（迫センター）登米市迫町北方字舟橋前２２

電話：０２２０-２２-２４６９
●対象地域

登米市内

●取扱商品

食料品・衣料品・日用品・医薬部外品・書籍
化粧品など注文カタログから選べます。

●宅配方法

１人なら「個人宅配」（※ご自宅の玄関先）

手 数 料

⇒手数料：２４０円（税抜）
２人なら「なかよし個配」（※どちらかお一人様の玄関先）
⇒手数料：１２０円（税抜）
３人なら「はん配達」（※「はん」リーダー様宅）
⇒手数料：無料
※個配手数料値引きサービスあり。

●受付時間

電話：午前９時～午後６時３０分（月～金曜日）

●定 休 日

土・日曜日

●支払方法

口座引落

●備

配送日はエリアごとに曜日が決まっています。

考

注文した商品は翌週の配送となります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
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◆移動販売
八百多商店

登米市迫町佐沼字錦６

電話：０２２０-２２-３４５７
●対象地域

迫町（火曜日） 南方町（木曜日）
迫町新田深沢-立戸-十五丸-板橋-北方永田（金曜日）

●取扱商品

食料品全般

●受付時間

電話：午前９時～午後４時３０分

●定 休 日

日曜日

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

移動販売の他、ご要望に応じて配達でき
ますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

遠藤魚店

登米市迫町佐沼字錦７７

電話：０２２０-２２-４２７３

０９０-３９８４-０６０７（代表：遠藤）

●対象地域

迫町森東表地区、西表地区（水曜日）

●取扱商品

食料品全般

●受付時間

電話：午前９時～午後５時

●定 休 日

日曜日・祝日

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

個人宅様中心に訪問しています。
詳しくはお問い合わせ下さい。

阿部鮮魚店

登米市登米町小島西針田２６

電話：０９０-８７８４-１６２３（代表：阿部）
●対象地域

登米町九日町～新町地区（木曜日）
登米町八丁田～後舟橋地区（金曜日）
米山町～迫町平柳地区（金曜日）

●取扱商品

鮮魚、食料品

●受付時間

電話：午前９時～午後６時

●定 休 日

日曜日・祝日

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

ご注文は前日まで対応可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
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ローソン石越店
電話：０２２８-３４-２２４０

登米市石越町北郷字長根１１８
０８０-９３３９-６２６５（店長：齋藤）

●対象地域

登米市内

●取扱商品

食料品、日用品他コンビニ店内で扱っているもの

●受付時間

電話：午前９時～午後２時

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

地域の集会所・施設など、ご要望に応じて買い物
困難地域へ移動販売いたします。
詳しくはお問い合わせ下さい。

（石越支店営農経済センター）
登米市石越町北郷字長根１２６

ＪＡ女性部石越支部 ごごの市
電話：０８０-８２１４-０６５９（代表：菅原）
●対象地域

石越町・迫町の一部（金曜日）

●取扱商品

旬の野菜、季節の物

●受付時間

電話：午前９時～午後２時

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

毎週金曜日のみ販売しています。
詳しくはお問い合わせ下さい。

満 水産（まるまん）
○

登米市米山町字桜岡大又１２４-１３４

電話：０２２０-５５-２３４２（代表：千葉）
●対象地域

米山町（月・火・金曜日）

迫町・南方町（月曜日）

豊里町・津山町（火・金曜日） 中田町（土曜日）
●取扱商品

鮮魚類

●受付時間

電話：午前９時～午後５時

●定 休 日

水・木曜日

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

個人様宅中心に訪問しています。
詳しくはお問い合わせ下さい。
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豊物産

気仙沼市本郷９-４

電話：０９０-７５６３-４２６１（代表：菅原）
●対象地域

東和町（月・木曜日）
登米町（月・木曜日）

●取扱商品

鮮魚、惣菜、食料品、日用品

●受付時間

電話：午前９時～午後６時

●定 休 日

日曜日

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

個人様宅中心に訪問しています。
詳しくはお問い合わせ下さい。

くまちゃんスーパー

石巻市渡波字念仏壇７８-１０

電話：０８０-６０１９-２１５４（代表：山内）
●対象地域

登米町日根牛地区（月・木曜日）
東和町米谷地区（月・木曜日）
津山町柳津地区（火・金曜日）

●取扱商品

鮮魚、食料品、青果等

●受付時間

電話：午前９時～午後６時

●定 休 日

土曜日

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

個人様宅中心に訪問しています。
詳しくはお問い合わせ下さい。

スパレットあんべ

石巻市桃生町中津山字八木１７８-２

電話：０２２５-７６-３２４６
●対象地域

豊里町（月・水・金曜日）

●取扱商品

鮮魚、食料品全般、パン、くだもの

●受付時間

電話：午前８時３０分～正午

●定 休 日

日曜日・祝日

●支払方法

現金引換

●費

用

商品代金のみ

●備

考

個人様宅中心に訪問しています。

移動販売

ご希望に応じてルートの追加が可能です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
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市内には買い物支援だけでなく、地域の一員として、地域のために活動されている企業・事業所の
皆さんがいらっしゃいます。生活支援コーディネーターが見つけた“地域のお宝企業”を紹介します。
（本文は敬称略しておりますこと、ご了承下さい。）

地域の伝統を支え、地域に支えられる
登米町：㈱七十七銀行 登米支店・㈱仙台銀行 登米支店
登米町九日町町内会に加入している地元企業
の七十七銀行と仙台銀行は、伝統の無形民俗文
化財「とよま秋祭り」に町内会の皆さんと一緒に参
加しています。
九日町行政区は、３２世帯で高齢世帯も多く、不
足する地域の担い手として、祭りの見どころである
「とよま型」と呼ばれる華やかな山車の制作作業
から、当日の山車引きなど、両銀行の皆さんの力
が大きな存在となっています。
また、地域住民の皆さんは大雪の日には、両銀
行の雪かき等を手伝ったり、お互い様の精神で地
域づくりを行っています。
▲地域としての秋祭り！ ３年連続で風流大賞を受賞！！

地域と共に歩む

迫町：パーラーＪ‐遊 佐沼店

パーラーJ-遊では、この度店の景品のお菓子を、中
田町の放課後児童施設「みんなの広場にこま～る」
か な み

もり

（運営：NPO 法人奏海の杜）へ寄付されました。
寄付されたお菓子は、施設で１１月に行われる、「ハ
ロウィン行事」で子ども達の為に活用されるとのこと
です。また、１０月１０日に開催された「ボラフェスｉｎとめ
2018」にもお菓子のご寄付をいただいております。
その他にも、パーラーJ-遊では、福祉施設での車椅
子の清掃や町内の花壇の草取りやゴミ拾いなどの環
境美化活動にも積極的に取り組んでいます。
忙しい仕事の合間でこうした地域貢献を行う企業
が地元に存在しているということは、とても頼もしいこ
とです。
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▲地域の暮らしを企業の社会貢献
活動が支えています。

１枚のナプキンが繋ぐ地域と企業

迫町：ホテルニューグランヴィア
ホテルニューグランヴィアより、不要になったナプキ
ンを定期的に社協にご寄付いただいています。
寄付されたナプキンは、町内でミニデイを実施して
いる地区などにご活用いただいており、参加者の手に
よって防災頭巾やリュック、玄米ダンベルなどに加工
されています。針での細かな作業は介護予防にも一
役買っており、参加者はもちろん、地域全体の介護予
防への意欲も高まっています。
このように善意の寄付が、市内の高齢者の介護予
防に繋がっています。地域住民に寄り添った社会貢

▲企業からの善意が地元高齢
者の介護予防の力になってい
ます！

「いつも ありがとね」と言われて

献活動に心より感謝申し上げます。

中田町：㈱渡辺建設・㈱割烹くまがい
石越町：灯ライフサポート

調理困難な高齢者に対し、手作りで栄養バランスのと
れたお弁当を提供する、「配食サービス」の配達ボランテ
ィア活動を行う企業があります。
中田町の㈱渡辺建設、㈱割烹くまがい、石越町の灯ラ
イフサポートの３社です。
暑い日や雨の日も年間を通して、協力できる日程を調
整しながら活動して頂いております。
企業の担当者からは、「利用者さんと世間話をするの
が楽しみです。」、「東日本大震災の時には、利用者さん
の安否が気になりました。」、「配達した時の笑顔を見るの
を楽しみにしています。」とのこと。
お弁当配達を通して、お互いの笑顔が明日への活力
を生んでいるようです。

▲いつも笑顔で迎える利用者さん。
今日は誰が来るのかとワクワクしながら待っています。

!!
登米市社会福祉協議会では、登米市からの委託を受けて、調理が困難な高齢者の方に対して、
栄養のバランスのとれた食事を提供する『配食サービス』（月・水・金）を実施しております。
この事業は、ボランティアの皆様にご協力を頂き、進めている事業です。ご協力いただける
皆様は社協各支所までお問い合わせ下さい。なお、月１回からのご協力も可能です。
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とめ☆スマイルキッチン

▲１２月１５日の初回開催
へ向けて、みんなが楽しめ
る場所になるよう綿密に打
ち合わせを行っています。

迫町：ＮＰＯ法人スマイルむさし

探せ！おらほの宝物！！

「とめ☆スマイルキッチン」は、地域の元気高齢者

松葉行政区は３５世帯で、南方町で最も小さな行

の皆さんの協力をいただきながら、子ども達を中心と

政区です。そのため、子どもの声もしばらく聞こえて

した地域食堂を開設します。

こない状況にあります。

きっかけは「宿題もできるような子どもの集会所が

そこで、老人クラブを中心とした高齢者が中心と

あると助かる。」という地域の声。ごはんを食べられる

なって、小さい頃から伝わる風習や伝説、郷土料理

以外にも、宿題をしたり、遊んだり、子ども達が楽しめ

や家庭内のしきたり、お盆やお正月の習わしなどの

る空間を創りながら、楽しむ子どもを見て、お母さん

“地域内のお宝”を三人寄れば文殊の知恵を活か

がホッとでき、おじいちゃん、おばあちゃんも交流を

し、松葉地区内を根こそぎ発掘。再発見したお宝を

通して生きがいを感じられるような、誰もが楽しめる

整理し、地域活性化の資源に生まれ変えながら伝

居場所づくりを目指します。

えていくことが、多世代への郷土意識を高め、お互

≪ＮＰＯ法人スマイルむさし≫

いを気に掛け合える、良い関係性を育むものと考え

迫町北方旧石坂山荘に“生活支援付き第二種社会

ています。

福祉事業施設”（無料低額宿泊施設）を開設し、生
活困窮者の支援も行っています。左の看板が目印。

ながら活動していきます！
【モデル指定までの流れ】

第三期モデル活動決定!!

らし続けるためには、公的サービスだけではな
く、地域住民が主体となった「支え合い活動」を

①７月２日から８月３１日までの期間で公募。
（おたがさま第５号掲載）⇒５団体が応募。

強化していくことが大切です。そのためには、子

②９月１０日に第一層協議体委員から選抜した

どもから高齢者まで多くの世代が関わりを持ち、

５名で審査会を実施。

一緒に社会参加をし、生きがいを持って生活して

③「目的」
「地域課題解決」「取り組み目標」「他

いくことがとても重要となっています。

指定期間：平成３０年１０月１日
～平成３２年３月３１日まで

このことから、この４団体を第三期モデル活動
に指定しましたのでご紹介します。

地域に融合した高齢者等支援３事業

迫町：ビッグネットＤＤＰＣ企画

核家族化が進行し、高齢夫婦世帯、ひとり暮らし

またアパートも多く、地域の人口構成は大きく変化し

世帯が急増し、子どもに依存できない社会環境の

ています。

中で、地域住民が家族的な役割を担う「地域家族」
そこで、高齢期だけでなく、元気な時から、子ども

の３事業を掲げ、地域内がつながり合って支え合う体

も、高齢者も、障がい者も、みんなで関わり合い、

制づくりを目指していきます。

「支え合い・助け合う」地域づくりの必要性を『ガン

≪ビッグネットＤＤＰＣ企画≫

バルーン体操・仲間づくりゲーム』を通して働き掛

迫町大網地区周辺の民生委員児童委員９名で、地域

けを行っていきます。

にするべく、地域住民協力の下、実践しながら解決を
目指していきます。

の５項目について、評価点を基に総合的に判
断し、４団体に決定。

コーチズみやぎ

が必要となっています。

「担い手づくりサロン」「孤立防止のための取り組み」

課題解決の会を平成２６年１月に結成。より良い地域

地区への波及効果や成果」「先進性や新規性」

地域家族で支える介護予防体操と健康づくり

大網地区周辺は６０年前頃から住宅地化が進み、

今回のモデル事業では「子どもの居場所づくり」

行政区や町内会のミニデイ、老人会活動、公民
館、介護施設での出前講座を行っています。
ご要望の際は下記までご連絡下さい。
（代表：千葉憲悦 090-6228-2262）
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▲元気な松葉を目指して、
「がんばります！！」

まずは自分達が「元気に」「活き活き」と、楽しみ

高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮

▲この日は、子ども達と地域住民との交流会を災害公営住宅
交流室で実施。参加された皆さんは、子ども達の紙芝居朗読
を温かいまなざしで聞き入っていました。

南方町：松葉老人クラブ

▲ガンバルーン体操は広島生まれ。柔ら
かなボールを使うことで無理なく運動で
き、筋力向上や柔軟性、バランス感覚の
改善などに効果があります。

11
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地域での支え合いを
が
登米市全域担当
伊 藤

お手伝いします！

修

迫 圏 域 担 当
高清水 智恵子

少子高齢化が進む登米市において、身近

迫圏域では、住民同士の交流の場介護

なつながりがとても重要な役割を担ってい

予防実践の場として、『行きつけサロン

ます。

“おでって”』を各地区で開催しています。

地域の集会、隣近所でのお茶飲み、趣味の会、毎日

高齢者だけでなく、小さなお子さんや若い世代の皆さ

の畑での声がけ、おすそ分けなど、普段の生活で何気な

んにも楽しんでいただける企画を用意しています。皆さ

く行っていることが、これからの地域での見守りや支え

んのご参加をお待ちしています！

合いの基盤となります。みんなでつながり合って、楽しく
安心して暮らせる地域を作っていきましょう！

東和・登米圏域担当
菅 野

中田・石越圏域担当

文 恵

鈴 木

東和では男性が“楽しみながら集う場”

徳 一

人と人とのつながり、ご近所を気に掛ける

「男愉～会」を各地区で開催中です。健康

思いやりの気持ち、小さな支え合いの活動…

マージャンや将棋など、地域の皆さんでワイ

「支え合い」は、支えられる人と同時に、

ワイ大笑いしながら楽しんでいます。

支える人も同じくらい大事にしなければなりません。地

「とよま さんぽランドカフェ」では、地域の方にも人気
のある玄米ダンベル体操を実施しています。介護予防

域の小さな支え合い活動を見つけ、多くの人に知っても
らうことで支え合いの輪が広がっていけばいいですね！

にも大きな効果があり、とても喜ばれています。玄米ダン
ベル体操応用編は来年１月から各地域で開催します。
豊里・津山圏域担当

米山・南方圏域担当
千葉

岩渕

真由美

気軽に集えるカフェをオープンしています。

◆健康マージャンの会（好評実施中！）
【豊里】毎月/第 1・3 水曜日 9：30～11：30

◆米山「カフェ よっぺす」
毎週/月・水・金曜日

10：00～15：00

場所：米山総合保健福祉センター

ロビー

場所：豊里高齢者趣味の交流館
【柳津】毎週/水曜日

9：30～正午

場所：津山老人福祉センター

◆南方「よっぺすカフェ みな♡みかた」

【横山】毎週/火曜日

毎月/第 2 水曜日 9：30～11：30

9：30～11：30

場所：津山公民館

場所：南方公民館 ロビー

◆地域の皆さんの声を形にした『だがし屋カフェ』

登米市内のどなたでもご利用できます。

大好評につき、１１月２４日青空マーケットでオープン！
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