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９月に市教育委員会と共催で、市放課後子ども教室「のびや
か教室」に通う小学生を対象に、東・西・南・北部各のびやか
教室の協力のもと、ボランティア体験教室を実施しました。
敬老の日に合わせ、コロナ禍で外出を控え人と話すことが少
なくなった高齢者の方へ手紙を書きました。手紙は、社会福祉

もくじ

法人しおかぜ福祉会で働く障害者の方が紙パックで作成した台

Ｐ２ 実施事業のお知らせ

紙を使用しました。また、疫病退散の妖怪「アマビエ」の塗り
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歳末たすけあい運動

絵も作成しました。
子どもたちは、思い思いに色付けし、「おじいちゃん、おば
あちゃん元気でね」などのメッセージを書き込んでいました。
子どもたちからの手紙は、本会を通じ、市内の高齢者の方へ
お届けいたします。

ＴＥＬ (０２２３)２９－３７１１
ＦＡＸ (０２２３)２９－３３４１
ホームページ
http://www.iwashakyo.or.jp/
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★支援学校で始めての福祉体験学習
１０月９日（金）
、宮城県立支援学校岩沼高等学園第 3 学年１４名を
対象に、高齢者疑似体験と白杖体験を実施しました。
同学園での福祉体験学習は初の試みでしたが、事前学習として DVD
で高齢者の特徴や福祉について学んでいたことや、介護初任者研修を修
了している生徒もいたことから、より理解を深めていただきました。
体験をした生徒からは、「介助者が丁寧に声をかけてくれたことで安
心して移動することができた。今後の生活に活かしたい。」などの感想
がありました。

▲介助者としての関わり方も体験

★住みやすい岩沼を目指して
９月２３日（水）に、令和２年度第１回協議体（支え合い
の地域づくり会議）を開催しました。
今回は、「高齢者の見守り活動」をテーマに、行政や福祉
関係者、市内の高齢者等の見守り協力機関等が集まり、それ
ぞれの活動の情報交換を行いました。
会議では、お互いの活動の理解が進み、連携の必要性を再
認識するとともに、繋がりづくりのきっかけになりました。
今後も、誰もが住みやすい岩沼になるための話し合いを行

▲各機関・団体と情報交換

っていきます。

★これからの居場所づくりのために・・・ ～アンケート調査～
今年度の発達に何らかの課題があるお子さんと家族の「おもちゃの時
間」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動を中止しています。
現在、今後の居場所づくり・交流を検討するにあたり、アンケート調査
を実施しています。３分程度で回答いただける内容になっていますので、
下記のいずれかの方法より、ご協力をお願いいたします。
※協力いただきたい方：発達について気になる未就学児のご家族
※回答はお子様お一人につき１回となります。

🌼🌼🌼🌼スマートフォンの方
🌼🌼🌼🌼

・右記の QR コードを読
み取ってください。

🌼🌼🌼🌼PC の方
🌼🌼🌼🌼

・以下 URL を直接入力してください。
https://forms.gle/YxwzyKS5PLfYQben6
・本会の HP からもサイトへ移動できます。

※個人が特定されることはありません。また、本調査の目的以外に利用することはありません。

３

★お家でできる簡単からだづくり！！
～地域包括支援センター～
９月１１日（金）、いわぬま市民交流プラザを会場に介護
予防教室を開催し、２５名の参加がありました。
当日は、岩沼市デイサービスセンターさとのもりの管理栄
養士と作業療法士を講師に、お家でできる栄養についての講
話と筋力維持の体操を行いました。
みなさんマスク着用での参加でしたが、息苦しさを感じさ
せず元気に体を動かし、参加された方からは、「コロナで自
宅にひきこもっての生活だったが、久しぶりにこうした集ま
りがあって楽しかった。
」
との声をいただきました。

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

★手作りかぼちゃでハロウィンの飾り
～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、動きのあるゲームのよ
うなレクリエーションと、製作活動や回想法といった静的なレク
リエーションを週ごとに織り交ぜて実施しています。１０月の１
週目はハロウィンの飾りを作りました。
工作が苦手な方もいましたが、利用者さん同士でお互いに手伝
い作成しました。思い思いに顔を張り付け、同じパーツでも楽し
そうな顔、元気な顔、優しい顔と表情に違いがありました。
利用者さんには、馴染みの
薄いものでしたが、作り上げ
た達成感から満足気な表情を
見ることができました。

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

完成した飾りはお持ち帰り
いただきました。

★ 職 員 募 集 ★ （介護福祉士 常勤嘱託職員）
○勤 務 地 岩沼市デイサービスセンターさとのもり

○応募条件 令和３年３月卒業予定の方

○職種・資格 介護職・介護福祉士（取得見込可）

○給

与 月給１６０，０００円～

○勤務時間

８：２０～１７：０５

○休

日 ４週８休（勤務表による）

○応

履歴書、資格証明書等を下記まで持参又は郵送ください。

募

○申込・問い合わせ先

社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会 総務係

〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目４番１５号

電話 ０２２３－２９－３７１１

※社会福祉協議会のホームページにも掲載していますので、ご覧ください。

４

●

地域でのつながり・支え合い活動 紹介●

市内では、様々なつながり・支え合いの活動が行われています。その中から、今回は、市内在住の３人のボランティアの
方にインタビューをしましたので、ご紹介します。

K さん（主婦）

ご近所さんのゴミ出し
ボランティア

同じ町内でも、つながりがなく顔の見えないご近所さんが増えているように思い
ます。面識もない人の家からゴミを持っていくことに気が重かったのですが、
「自
分のできる範囲でなら…」と引き受けました。顔合わせを経て初回のお手伝いが終
わった時、
「ゴミを一つ運ぶ事から同じ地域に住んでいる方がどんな方か分かり、
つながりができて良かった」と思いました。ゴミが出ていると安心します。これが
日々の見守り活動なのかな？このような活動が広がればと思います。

おもちゃの時間
ボランティア

K さんは、本会の地
地域福祉推
進 員 であり、地域とのパイ
プ役として重要な役割も担
っていただいています。

泉田萌衣さん（大学生）

子どもと関わる事が好きで、高校 1 年生から発達に何らかの課題があるお子さ
んと家族の「おもちゃの時間」のボランティアをしています。活動後に行うボラ
ンティア同士での振り返りでは、子どもたちとの様々な視点での関わり方を知る
ことができ、参考になっています。
コロナ禍で大学に通えず、ボランティア活動もできず、学びの機会が少なくな
った今、
「発達について気になる未就学児の居場所づくり・交流についてのアンケ
ート」をはじめ、できることを考えて取り組んでいます。
児童発達支援に興味があるので、将来は大学などでの学びを活かし、地元で障
害児者の支援拠点がつくれたら…と思っています。

道路清掃 ボランティア

S さん（高校生）
以前からボランティアに興味があり、少しでも地域の役に立てればと思っていました。
社協のホームページを見て問い合わせ、「ごみゼロいわぬま」の活動を教えていただき、参
加しました。
普段、地域の方々とコミュニケーションをとる事がないため、とても貴重な体験で、今
後も取り組んでいきたいと感じました。他の活動にも参加し、コミュニケーションの場を広
げて、夢である理学療法士になるために、たくさんの方とお話しをしていきたいです。

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

５

●

各

種

グラウンドゴルフ練習会場

お
紹介

屋外で光を浴びて健康づくりしませんか？
貸出用具もありますので、初めての方も歓迎です。

知

ら
中学生対象

せ

●

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？
① 植栽活動

①早股上公園（早股上集会所）

活動日時：１１月７日（土）９時～１０時３０分

コース：芝８ホール（駐車場１０台）

活動場所：岩沼市里の杜周辺

定期練習会：毎週月・水・金曜日

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

午前１０時～１２時

会場管理：早股上長寿会

② 岩沼市内美化活動

問：☎０９０－５３２５－５４０７（猪股）

活動日時：１１月８日（日）９時～１１時

②朝日二丁目公園（名取高校北側）

活動場所：岩沼市民会館周辺

コース：芝・土混合８ホール（駐車場８台）

実施団体：ごみゼロいわぬま

定期練習会：毎月第２・４水曜日

集合時間・場所：①②ともに 8 時 50 分

午前９時～１２時

岩沼市総合福祉センターi あいプラザ

会場管理：朝日長寿会

※新型コロナウイルス感染予防のため、中止の場合があります。

問：☎０８０－５５７４－２４７６（出川）

申し込み・問合せ先：

緊急小口資金等の受付期間延長
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、休業や失業等により生活
費でお困りの方々を対象に、緊急小口資金等の貸付を実施していま
す。現在もその影響等が続いていることから、令
令和２年１２月末ま
で貸付申し込みの受付期間が延長されました。
具体的な内容等は、下記までお問い合わせください。
問

岩沼市社会福祉協議会 ☎０２２３－２９－３９７０

事業中止について

アルミ缶収集ボランティア
本会では、アルミ缶の収集を行っています。
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
きますのでご協力よろしくお願いします。なお、アルミ缶は、よく
洗ってから、お持ちください。
問 岩沼市社会福祉協議会 ☎０２２３－２９－３７１１

心からの善意を福祉のために・・・

今年度、本会主催の「ひとり暮らし高齢者会食のつどい」
、「高
齢者夫婦世帯研修・交流会」については、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため事業を中止、または延期しています。

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「

岩沼市社会福祉協議会 ☎０２２３－２９－３７１１

通信」

放送日：水曜日 １８時１５分～
（再）金曜日
９時１５分～１５分番組

１１月の放送内容：吹上第三地区、下野郷上・下地区の
民生委員・児童委員へインタビュー

老眼鏡調製券を寄贈いただきました
菊
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メガネの相沢岩沼店さまより、岩沼市を通じて老眼鏡調
製券２０名分を寄贈いただきました。

６

地域の

に繋がります

「歳末たすけあい運動」
は、共同募金活動の一部と
して、支援を必要としてい
る方が明るいお正月を迎え
られるよう、何ができるか
を考え支援する福祉活動の
ことで、年末に全国一斉に
展開される活動です。
昨年の岩沼市の配分実績

４，３９５，０００円

⇓
市内の低所得世帯の方々へ
「歳末見舞金」として
お届けいたしました。

宮城県共同募金会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
※この広報紙は、皆さんからいただく会費や赤い羽根共同募金の配分金等により作成いたしました。

