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↑三浦会長より各学校に指定書を交付→

←各学校での取り組みを「福祉教育実践発表
会・研究会」にて発表していただきます。写
真は、昨年度の様子。

 本会では、市内の小中学校全８校を福祉教育実践普及校

に指定しており、７月１日（水）に令和２年度の指定書交
付式を行いました。
 児童生徒が福祉について考え、行動できるように福祉教
育のお手伝いをしていきます。
 また、各校の取り組みは、教育関係者や地域の方に参加
いただく「福祉教育実践発表会・研究会」で報告していた
だきます。
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★地域の支え合いや居場所づくりを
応援します！
本会では、地域のサロン活動や子ども食堂の団体を支援
する助成事業を行っています。
７月３日（金）に地域支え合い活動助成金交付式を行
い、今年度は、地域のサロン１団体と子ども食堂１団体に
助成金を交付しました。交付式では、活動に対する思い、
コロナ禍での悩みなどを聞くことが出来ました。

坂本さん）
、三浦会長、はせカフェ（長田さん）

は せ カ フ ェ
～地域のボランティアが
活動を支えるサロン～

▲左から、いわぬま子ども食堂プラス（石丸さん・

いわぬま子ども食堂プラス
～子どもだけでなく、だれでも交流を
深められる居場所づくり～

代表 長田 昌子 様

代表 坂本 久子 様

継続した活動が少なかった北長谷地区で、活動

発足３年目を迎え、現在様々な形で応援してく

３年目を迎えられてホッとしています。健康体操

れる２０名のスタッフで運営しています。食材

や歌、i バスでの遠足、季節の行事などを取り入

は、地域の方や企業などからの提供をいただいて

れながらみんなが思い思いに大好きな「お茶っ

います。温かい食事を通して、地域で子供たちが

こ」を楽しんでいます。

健やかに育つ場であると共に、だれもが交流でき

新型コロナウイルスの影響で、現在活動は自粛

る居場所を目指しています。

中ですが、いつも集まる参加者から「まだ再開し

現在は、新型コロナウイルスの影響でフードパ

ないの？」と声を掛けられ、みんなが再開を待ち

ントリー（食材提供）にスタイルを変えていま

望んでくれているのが嬉しく、早くコロナウイル

す。どんな状況でも地域のつながりが続くよう、

スが終息することを願っています。

次世代につながるような活動を目指しています。

▲コロナ禍前の“はせカフェ”の様子

▲フードパントリー準備中

☆いわぬま子ども食堂プラス 協力者の石丸さんから
このような活動はしたことがなかったのですが、活動に参加して、食堂に来た
方から「ありがとうございました」と言われたとき、
「本当にやってよかったな」
と思いました。微力ながら、自分自身のやりがいや喜びにつながっています。
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★介護予防教室のご案内 「お家でできる簡単からだづくり」
誰でもできるからだづくりを一緒に学び、自宅で実践し、元気なからだを維持していきましょう。
第１部 からだづくりの為の栄養（講話）
第２部 からだづくりの為の運動（実技）
講師：デイサービスセンターさとのもり管理栄養士・作業療法士
日時：９月１１日（金）１０時～１１時３０分
会場：いわぬま市民交流プラザ２階多目的室
対象：６５歳以上の方
定員：３０名（先着順）

▲昨年の様子です。今年も一緒に楽しく学
びましょう。

持ち物：マスク・筆記用具・タオル・飲み物
服装：動きやすい服装
参加費：無料
※新型コロナウイルス感染症の状況により、延期または中止になる可
能性があります。その場合は、お申し込みいただいた方へご連絡い
たします。

申し込み・お問い合わせは
岩沼市社会福祉協議会
地域包括支援センター
０２２３－２５－６８３４

★夏祭りで南国気分～デイサービスセンターさとのもり～
デイサービスセンターさとのもりでは、８月３日から１週間、夏祭りを
行いました。今年度の夏祭りは、利用者の鎌田さんによるハーモニカ
演奏と職員による８種目の演芸を曜日ごとに組み替えてご覧いただ
きました。鎌田さんが奏でるハーモニカ演奏は、優しい音色でみんな
の心を和ませていただきました。職員のフラダンスでは、「月の夜は」
の曲を利用者さんと一
緒に踊りました。
利用者さんも華やか
なレイをかけたことで気
持ちがより明るくなった

申し込み・お問い合わせは
岩沼市デイサービスセンターさとのもり
０２２３－２９－３７３７

ようで、笑顔が輝き、楽
しい時間となりました。

社協だより広告募集中！！
奇数月発行

：５月・７月・９月・１１月・
１月・３月（年６回）
広告枠サイズ：縦４５mm×横８５mm
広告掲載料 ：１回２０，０００円（税別）
広告原稿データ制作料別途
申込・問合せ：株式会社エフエムいわぬま
電話 0223-23-5080

岩沼市デイサービスセンターさとのもり
暑い日々が続いて
います。涼しいさと
のもりで、みなさん
と一緒に過ごしませ
んか。

電話 0223-29-3737
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ボ ラ ン テ ィ ア ・ サ ロ ン 等 情 報

募集

中学生対象

ボランティア体験教室

開催

地域のボランティア活動に
参加してみませんか？

●

収集ボランティア

募集

新たに、アルミ缶の収集を始めました。
収集後は換金し、車いすの購入等、地域
活動に活用させていただきます。ご協力

①

よろしくお願いします。なお、感染症予

植栽活動

活動日時：１１月７日（土）９時～１０時３０分
活動場所：岩沼市里の杜周辺
集合場所：岩沼市総合福祉センターi あいプラザ
実施団体：花や木【はなやぎ】のまちを創る岩沼市民ネットワーク

防のため、アルミ缶は、よく洗っていた
だきますよう、よろしくお願いします。
また、使用済み切手については、
本会での取り扱いを終了させていた
だきました。ご協力ありがとうございました。

②

岩沼市内美化活動

活動日時：１１月８日（日）９時～１１時

その他、収集ボランティアについては、ホームページ（宮城

活動場所：岩沼市民会館周辺

県社会福祉協議会の HP にリンク）に一覧を掲載していますの

集合場所：岩沼市総合福祉センターi あいプラザ

で、ご活用ください。

実施団体：ごみゼロいわぬま

※新型コロナウイルス感染予防のため、中止となる場合があります。

岩沼市シルバー人材センターの会員募集

申し込み・問合せ先：
岩沼市社会福祉協議会 ☎０２２３－２９－３７１１

募集

生きがいを得ながら就業しませんか？
会員になるには
・市内にお住まいの健康で働く意欲のある６０歳以上の方

各種助成金について
地域活動を支える各種助成金情報をホームページ（宮城県社会福

・シルバー人材センターの趣旨を理解し、賛同された方

祉協議会の HP にリンク）に掲載していますので、ご活用くださ

・定められた会費を納入された方

い。

入会の手続き
入会説明を受けていただき、シルバー人材センター運営の趣

ボランティア活動保険における
「新型コロナウイルス感染症」の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症がボランティア保険の補償対象となり

旨・理念・就業の仕組みなどをご理解いただいたうえで、「入
会申込書」を提出いただきます。
※特別な資格や、難しい手続きはいりません。

ました。
活動中にボランティア自身が新型コロナウイルス感染症に感染し
た場合に補償されます。活動中の感染か否かは、感染前後の状況等
を確認し、保険会社の判断となります。

入会説明会：原則毎月第２月曜日（祝日等の場合変更有）
時間：１３時３０分～

※行事保険やいきいきふれあいサロン保険は、補償対象となりませ

場所：岩沼市シルバー人材センター会議室

んのでご注意ください。

年会費：３，０００円
登録に必要なもの：入会申込書、就業承諾書、




地域の福祉情報を届けします 
エフエムいわぬま 77.9ＭＨｚ
社協の「         通信」
通信」

放送日：水曜日 １８時１５分～
（再）金曜日  ９時１５分～１５分番組
 
「三色吉シニア倶楽
 ９月の放送内容：新たに設立された、
部」の会長へインタビュー

ご自身のゆうちょ銀行の通帳
※センターには多種多様なお仕事がありますが、希望する仕事
があるとは限りません。また、「生きがいを得るための就業」
を目的としておりますので収入の保証はありませんが、働いた
時間に応じ対価（配分金）が支払われます。
申し込み・問合せ先

岩沼市シルバー人材センター事務局
☎０２２３－２４－６６７８
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子育てママボランティア 佐々木 麻未さん
~ココロ(心)とモノ(物)の片づけコンサルタント~

↑手作り七夕も作成

「裁縫が苦手な自分でも何かしたい」という思いから、約５００枚のマスクを作製し、市内の福祉施設や幼稚園、
友人に届けました。最初は、
「困っている人が助かればいいな…」という思いから始めましたが、徐々に自分が作っ
たマスクをしてくれている人を見たり、「ありがとう」と言われることが嬉しくてマスクを作り続けました。
また、『ちびぞうくらぶ（子育てサロン）』から声をかけていただき、整理収納アド
バイザーの資格を生かし、７月２日（木）に【忙しいママでも夢がかなう魔法の片づ
け講座】を行いました。自分も子育て真っ最中なので、「ママたちの心がスッキリ、元
気になってくれれば」との思いで初の講話に挑戦しました。参加者からは、「共感する
部分がたくさんあった」など感想をいただき、反対に元気をもらえたので、今後も誰
かのためになればという想いでボランティア活動をゆっくり続けていきたいです。

学生ボランティア
宍戸 洸太さん ~ゴミ出しボランティア~
１９歳 市内在住

ボランティアを依頼された K さんの

東北工業大学

担当ケアマネジャー 

工学部 都市マネジメント学科

友人がボランティア活動をしていて、自分も誰かの役に立てたら
と思い、ボランティア登録をしました。中高と運動部に所属し、体
を動かすのが得意で、このゴミ出しボランティアは、一番自分に向
いてそうだなと思い、選びました。

門脇孝子さん（デイケア桜）より
持病悪化の不安を抱え、介護と家事
を頑張っている K さん。
開始して数回経ち、「若い男の子なの

始まる前は不安もあったのですが、ご夫婦二人とも温かく迎え入

に感心だね。ほんとに助かっている」

れてくださり、活動がやりやすかったです。そして、とても喜んで

と穏やかな笑みで話されていました。

くださったので、達成感というかやりがいを感じました。

住んでいる生活圏外で、しかも年代も

将来の夢は、公務員になることです。今、学んでいる土木工学の
知識を使って、地域の方々の役に立ちたいと考えています。
また、ボランティア活動を通してよい経験を積むことができるの
で、みなさんも是非一度足を踏み入れていただきたいと思います。

大きく異なる方に支援を受け「感謝」
はもちろんの事、何かしらのパワー効
果もあったと私は感じています。
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じぶんの町を良くするしくみ
宮城県
共同募金会

募金の実施

全額送金
配分申請

地域等で集まった
募金の受付

配分

助成

申請

岩沼市
共同募金委員会
申請

助成

県内への配分（一部抜粋）
・社会福祉施設や団体活動に
・町内会活動に

市内への配分（一部抜粋）
・サロン活動や子ども食堂に
・ボランティア活動に
・福祉体験学習に

～「みやぎ高次脳機能障害友の会・
岩沼」へ助成～

～小学校での手話教室～

令和２年７月豪雨災害義援金募集
本会窓口に募金箱を設置しています。
いただいた募金は、全額中央共同募金会
を通じて、被災地へ届けられます。
ご協力をよろしくお願いします。
共同募金への寄付金には税の特典があります。
○会社などの法人の寄付金は、全額損金に算入できます。
○個人の寄付金は、所得税控除の対象になります。

赤い羽根 子どもと家族の緊急支援
活動応援 全国キャンペーン
新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、地
域で増加すると考えられる子どもと家族をめぐる
生活課題へ取り組む活動に対する寄付を受け付け
ています。
受付期間：９月３０日（水）まで
ご寄付の方法などは下記へ問い合わせください。

※共同募金運動期間以外でも寄付金を取り扱っています。

宮城県岩沼市共同募金委員会（岩沼市社会福祉協議会内）
住所：岩沼市里の杜３－４－１５

電話：０２２３－２９－３７１１

