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１２月１日（水）
、社協登録ボランティアを対象に「災害
ボランティアセンター運営協力ボランティア養成講座」を
開催しました。
講座には、講師にウェザーハート災害福祉事務所代表の
千川原公彦氏をお招きし、災害ボランティアセンターの役
割についての講話と、ボランティアの受け入れから活動ま
での体験を通し、災害ボランティアセンターの運営につい
て理解を深めていただきました。
災害時のボランティア活動は、平時からのつながりが大
切です。今後もこうした講座を継続していきます。
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★誰かのためになることを～小学生のためのボランティア体験教室～
夏休み期間に開催した「小学生のボランティア体験教室」
では、市内の小学４～６年生３３２名の児童が市内の施設
で生活している高齢者の方へメッセージカードを作成し、
元気を贈る体験をしました。
メッセージカードを受け取った高齢者からは「お手紙あ
りがとう」
「勉強がんばってね」等のお手紙やメッセージ動
画、手作りの作品等の心のこもったお返しがあり、社協か
ら各小学校を通じ参加児童へお届けしました。

▲サニーホームさま

▲チアフル岩沼さま

▲カーサ岩沼さま

▲赤井江マリンホームさま

★体験を通して福祉を学ぶ～福祉体験学習～
社協では、体験を通して「障害」や「福祉＝ふくし（普段の暮らしの幸せ）
」について理解を深める
とともに、ともに生きる力を育み豊かな人間性を築くことを目的に福祉体験学習を実施しています。

玉浦中学校

〇目が見えない方の生活を知る
市内に住む全盲の方から白杖

など生活を支えてくれる補助用
具についてお話を聞き、理解を
深めました。

岩沼南小学校

〇高齢者疑似・車いす
・ニュースポーツ体験

ボランティア・岩沼市老人ク

ラブ連合会の皆様にご協力いた
だき、体験を通し楽しく福祉を
学びました。

東日本航空専門学校

〇手話・高齢者疑似・白杖体験
手話サークルたけこま会の

方々から、あいさつをはじめ、
空港での接客に必要な手話等を
教えていただきました。
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★親子でおもちゃあそび～自発的活動支援事業～
１１月２０日（土）
、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」を開催しました。
開催にあたっては、ボランティアさんと打ち合わせを重ね、
当日は、感染症予防に配慮し、親子でおもちゃ（マグネット
でんしゃ）を作成したり、既存のおもちゃで遊んだりと、ゆ
ったりとした時間を過ごしていただきました。

★地域の皆様を支えるための連携を～地域包括支援センター～
１１月１９日（金）
、
「民生委員・介護保険事業所懇談会」
を開催し、２０名の民生委員と１０か所１３名の事業所の
方の参加がありました。
民生委員の皆さんが日頃どのような活動をしているの
か、介護保険事業所がどんな役割を担っているのかをそれ
ぞれ理解するために「自分がこれまで活動して良かったこ
と」をテーマに懇談しました。
「見守っている方から感謝された。
」「担当している方や
家族が良い方向に向かった。
」などご自身の活動が地域の方
の安心した生活に繋がっていると実感する場面のお話が多
数あり、お互いに役割や大変さを理解する場になりました。
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

★お野菜をいただきました～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、先日、下野郷の大友さま
より大根と白菜をいただきました。
取れたての立派な野菜を目にすると、ご利用者からは、歓声が上
がり「ずいぶん大きいね。
」
「重くて持てないよ。
」などの感想が聞か
れました。
いただいた野菜は、さとのもりの給食で、豚肉と大根の甘辛煮や
ひきな汁にしてお出ししました。瑞々しく美味しい野菜は、ご利用
者に大好評でした。
大友さま、ありがとうございました。
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
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ボランティア情報
地域で活躍中のボランティアさんをご紹介します。

★海岸を訪れた人が快適に利用できる空間づくり
～大学３年生 宍戸さん・佐藤さん～
釣りが好きで岩沼市内の海岸に行く事が多く、そのたびに落ち
ているゴミが気になっていました。
「思い立ったが吉日」と、深く
考えずにとりあえず行動しようという思いで社会福祉協議会に相
談し活動を始めました。
現在、阿武隈川などを中心に大学生６人で活動しています。活動
を通してゴミがない砂浜を作り、環境美化に貢献したいと思って
います。また、気軽に参加できるボランティア活動にしていくこと
で、より多くの人に海ごみ問題について知っていただきたいです。

★目の不自由な方の引っ越しをお手伝い
～社協登録ボランティア～
 市内にお住まいの弱視の方から社協へ、引っ越し作業の手伝
いの依頼があり、２名のボランティアさんが活動しました。
処分品の中に、大事な書類が混ざっていないか依頼者と一緒
に確認しながら、約１時間の作業を行いました。
ボランティアさんは「困ったときはお互い様。自分も高齢だ
けど、お手伝いできるうちは誰かの役に立ちたい。何かあった
らまた相談してください。
」と依頼者に話されていました。

★茶道を通して地域交流のお手伝い
～裏千家 山下陽子さん～
７年ほど前から高齢者デイサービスセンターやグループホ
ームで茶道に親しんでもらう活動をしてきました。
コロナ禍の現在は、高齢者施設での活動ができなくなりまし
たが、最近では、地域のサロンの主催者から声をかけていただ
き、地域の方と茶道を通した触れ合いを楽しんでいます。
誰もが気軽にお茶を楽しめるように、大好きなお茶を通した
活動を続けていきたいと思います。

70th
ガラス・エクステリア・リフォーム
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●

各

種

生活困窮者自立支援事業

お

知

年末年始の対応について

ら

お米を寄贈いただきました
岩沼市農業協同組合さまより、新米（６００㎏）を寄贈い
ただきました。
理日髙◀
事野橋写
長光建真
、男一右
森 J Ｊよ
繁 A Ａり
岩
男
本岩沼
会沼市
会市常
長代務
表理
理事
事、

相談等につきましては、早めにご相談をいただきますようお願い
いたします。
岩沼市社会福祉協議会 電話 ０２２３－２９－３９７０

生活福祉資金特例貸付

●

心からの善意を福祉のために・・・

１２月２９日（水）から１月３日（月）まで休業となります。

問

せ

申請期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し生活に困
窮している方への生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金及び総合支
援資金（初回貸付））の申請期限が令和４年３月末日まで延長になり
ました。
〇緊急小口資金（緊急・一時的に生活費が必要な方）
〇総合支援資金（生活再建までの間の生活費が必要な方）
貸付上限額

問

緊急小口資金

総合支援資金

最大２０万円

最大６０万円

措置期間

１年以内

１年以内

償還期限

２年以内

１０年以内

貸付利子・保証人

無利子・不要

無利子・不要

宮城いきいき学園

令和４年４月

入学生募集

対象：県内に居住の６０歳以上の方
内容：生きがいと健康づくりを目指し、地域社会に貢献でき
る人材として必要な内容を身につけます。
学習日：年間２１日（２学年制）

岩沼市社会福祉協議会 電話 ０２２３－２９－３９７０

入学金：５，０００円

スノーバスターの中止について

受講料：年間２０，０００円
募集期限：２月２８日（月）消印有効

毎年、山形県尾花沢市で行っているスノーバスター（雪かき）ボ
ランティアは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止いた

申込、問：宮城県社会福祉協議会 いきがい健康課

します。

電話 ０２２－２２５－８４７７

★ 職 員 募 集 ★ （①福祉職 ②ケアマネジャー

嘱託職員）

○勤 務 先 ①岩沼市社会福祉協議会法人事務所

②岩沼市社協指定居宅介護支援事業所

○職種・資格 ①福祉職・社会福祉士（取得見込可）

②ケアマネジャー・介護支援専門員

○給

与 ①②月給１８０，０００円～

○勤 務 時 間 ①②８：３０～１７：１５
○応

〇手 

当 ①②扶養・住居・通勤手当等

○休

日 ①②土・日・祝祭日 

募 履歴書、資格証明書等を下記まで持参又は郵送ください。

○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
〒 岩沼市里の杜三丁目４番１５号  電話 ０２２３－２９－３７１１
※詳細は、社会福祉協議会のホームページに掲載していますので、ご覧ください。

入 居 者 募 集 中 !!
介護付有料老人ホーム

グループホーム

ルポたけくま なんてん岩沼
☎ 0223-25-2588

☎ 0223-24-0715

介護職員も
募集中だよ!

岩沼市デイサービスセンターさとのもり
美味しい食事と
笑顔のスタッフが
お待ちしています。
どうぞ、さとの
もりへ来てけさい。
電話 0223-29-3737
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令和３年度‒ 福祉作文入賞者‒
 今年度の福祉作文には、小学生の部１７８点、中学生の部６９３点、計８７１点の作品が寄せられ
ました。入賞された皆さん、おめでとうございます！              〔敬称略〕
○市長賞
岩沼小学校

○教育委員会教育長賞
5年 小澤 緋心華 岩沼西中学校 3年 吉岡 彩乃

〇社会福祉協議会長賞
岩沼西小学校 6年 横山 紗南

岩沼南小学校 6年 鈴木 菜央

岩沼西中学校 2年 山下 遥香

〇老人クラブ連合会長賞
岩沼西中学校 3年 菅家 篤

岩沼小学校

5年 諸根 鈴華

岩沼西中学校 1年 矢附 瑠亜

岩沼小学校

6年 尾形 玲奈

岩沼中学校

1年 丹野 結月

岩沼中学校

岩沼南小学校 6年 齋藤 蓮

岩沼小学校

6年 熊谷 和壽

岩沼中学校

1年 青山 陽咲

岩沼西中学校 1年 大友 颯也

岩沼小学校

岩沼西小学校 6年 内山 佳澄

岩沼中学校

1年 大友 菜々夏 岩沼北中学校 2年 田口 真緒

岩沼西小学校 5年 落合 結貴

岩沼西小学校 6年 石川 瑛

岩沼西中学校 2年 鴫原 逢夏

岩沼西小学校 6年 杉 みちる

岩沼南小学校 6年 小泉 美

岩沼中学校

〇佳作
岩沼小学校

5年 佐藤 昂太

6年 鈴木 陸斗

玉浦中学校

1年 宍戸 怜央奈 玉浦中学校

1年 後藤 嘉杏

2年 伊藤 陽菜
3年 星 瑞希

岩沼南小学校 6年 佐藤 海人

★老人クラブの育成指導と社会福祉事業への貢献をたたえて
１１月１７日（水）に香川県で開催さ
れた第５０回全国老人クラブ大会におい
て、岩沼市老人クラブ連合会の渡邊榮一
会長が全国老人クラブ連合会会長表彰を
受賞されました。
１２月２日（木）に名取市で開催され
た第４１回宮城県老人クラブ大会におい
て、平等団地豊友会の菅原民二会長が宮
城県老人クラブ連合会会長表彰を受賞さ
れました。
おめでとうございます。

▲渡邊 榮一 さん

▲菅原 民二 さん

●金員寄付者一覧（令和３年２月１３日～令和３年１２月１０日分）
○恵み野の匿名さま・・・・・・・５，６５４円

○里の杜の匿名さま・・・・・２０，０００円

○三色吉の匿名さま・・・・・・４５，０００円

○下野郷の匿名さま・・・・・・６，０００円

○吉村流若草会さま・・・・・・３０，０００円

○花田吉隆さま・・・・・・・１０，０００円

○社会福祉法人広徳会宜山ひかり保育園保護者会さま・・・・・・・・・・・・・・・５０，０００円
○福島ヤクルト販売株式会社ヤクルト親交会さま・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円

ありがとうございました
※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。

