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６月８日（金）岩沼市民会館中ホールにおいて、福祉教
育実践発表会・研究会を実施しました。
岩沼小学校では、福祉体験として車イス体験や手話体験
等を通して福祉に触れる機会を作り、思いやりの心を育む
ことの大切さを学んだ事を発表されました。
岩沼中学校では、生徒２名がＪＲＣ委員会においてネパ
ール支援を目的とした募金活動を通して福祉について考え
るきっかけづくりを行っている事例を発表されました。
また、第２部では、小学校で行われる福祉体験学習に協
力しているボランティアお二人から、「子ども達が福祉に触
れる機会をたくさん作って、思いやりのある子ども達にな
ってほしい。そのために私たち大人も積極的に関わる必要
がある。
」等の想いを話していただきました。
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★地域に根差した活動を応援します！！ ～地域支え合い活動助成金交付式～
本会では、地域で行われるサロン活動や最近注目さ
れている子ども食堂を運営する団体がスムーズに活動
できるよう助成金を交付しています。
今年度は、３団体が助成を受けることになり、５月
２５日（金）に助成金交付式を行いました。
３団体のうち２団体は、４月から本格始動した団体
で、継続的な活動になるよう助成金を活用していただ
き、実施する中で課題があれば本会も一緒に解決策を
考えていきたいと思います。

★町内会連携地域福祉活動モデル事業
本会は、町内会において地域の支え合い活動が広が
りより住みやすい地域になることを目的に、町内会連
携地域福祉活動モデル事業を実施しています。

▶早股下二
町内会様

平成２８・２９年度は里の杜三丁目町内会、中央一
丁目三和会が指定を受け、サロン活動を通した支え合
い活動を実践されました。
平成３０・３１年度は、早股下二町内会と大手町親
和会が指定を受け、今後は地域支え合い活動について

◀大手町
親和会様

考え、取り組まれます。

★美味しい支援に舌鼓 ～ひとり暮らし高齢者会食のつどい～
５月１８日（金）に玉浦中学校区の会食のつどいを玉浦コミ
ュニティセンターにおいて開催し、２１名が参加されました。
当日は、マリンホーム地域包括支援センターさんによるお話
や体操、おはなしクレヨンさんによる紙芝居もあり、参加され
た方も笑顔で楽しまれていました。
また、ＮＰＯ法人リュバン（東京）の佐藤様が参加され、手
作りのプリンを参加者へご提供いただきました。リュバン様か
らは、これまでも被災地支援としてご寄付をいただいていまし
たが、佐藤様は今回初めて岩沼を訪問され、参加者の元気な姿
に大変喜ばれていました。

◀男性が
佐藤様

★自発的活動支援事業 『障害がある人と家族とボランティアの時間』
４月１４日（土）にお花見を行いました。i あいプラザ周辺の
咲き残っている桜を眺めながらの散策となり、植物に詳しいボラ
ンティアさんの桜の説明を聞きながら「勉強になったねー。」と
楽しい時間を過ごしました。

◀散策の
様子
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★いわぬま自立生活応援センター
「生活に困ったり悩んだりしている人を支援

します（生活困窮者自立支援事業）
」

いわぬま自立生活応援センターでは、生活の

様々な困りごとの相談窓口を開設し、その人の
状況に寄り添ったサポートを行っています。
相 談 日：月～金曜日（祝祭日を除く）
相談時間：９時～１７時

（受付時間：８時３０分～１６時）

予約・相談・お問い合わせは

「社協就活サロンここから☆」
岩沼市内を中心とした就職に関する情報提
供を行っているサロンです。
開 催 日：７月５日（木）・１９日（木）
、
８月９日（木）・２３日（木）
開催時間：１０時～１１時５０分、
１３時～１６時
開催場所：岩沼市総合福祉センター
参 加 費：無料
※事前申し込み不要。当日、直接お越しくだ
さい。

いわぬま自立生活応援センター ０８０－５７３４－２８７１

★地域包括支援センター
ラジオに合わせてさわやかに
～ラジオ体操１周年～
社協地域包括支援センターの敷地内で実施して
いるラジオ体操が、６月１日に１周年を迎えまし
た。
健康づくりのためだけでなく、地域の皆さんと
のつながる場にもなっているラジオ体操。お天気
のいい日の９時より開催しています。社協地域包
括支援センターのお近くに立ち寄った際はぜひご
参加ください！

家族介護教室のご案内
○第一部 介護を受けるご本人と一緒に出
来る運動を学ぶ
～モビバン体操～
○第二部 いくつになってもおいしく食べ
たい
～介護食の魔法のレシピ～
日時：平成３０年７月５日(木)
１０時～１１時３０分
場所：岩沼市総合福祉センター
参加費：無料
定 員：２０名（申込順）
持ち物：タオル、筆記用具

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

★デイサービスセンターさとのもり
新しいベッドと車椅子、エアロバイク～温かな気持ちに感謝～
５月１８日（金）、岩沼市農業協同組合様より電動ベッド１台

と車椅子４台、エアロバイク１台をご寄付いただきました。ご利
用者、職員共々とても嬉しく思っております。

ご利用者からは、
「このエアロバイクで運動するぞ！」「この車

椅子は座り心地が良い」との声が聞かれ大変好評です。
いただいた備品は大切に

使わせていただきます。

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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地域も関わり合える福祉学習の充実
平成２９年度より児童生徒に対
する福祉教育が継続的に行われる
よう福祉教育実践普及校の指定を
全校に拡充し、福祉教育の充実を
図りました。

地域を支えるボランティア育成と活動支援の充実

平成２９年度より本格的にボランティア登録制
を導入しボランティアセンター機能の充実を図り
ました。また、情報収集や
情報提供にも力を入れボラ
ンティアの育成や活動の支

気軽に参加できる地域づくりの充実
講座等を開催し地域づくりを考
える機会を提供するとともに助成
制度、用具等貸出事業や講師・ボ
ランティア紹介等により地域のサ
ロン活動等の支援に努めました。

援に努めました。

一人ひとりを支える相談・生活支援の充実
相談・生活支援事業においては、複合的な生活
課題を抱え生活に困窮する世帯の相談が確実に増
えており、行政をはじめ関係機関と連携を図り、

地域福祉を推進する連携・協働の充実
新たに岩沼市生活支援体制整備事業を受託する
など、岩沼市や地域福祉を推進する関係機関・団
体等との連携・協働がさらに深まりました。
また、２年目となる町内会連携地域福祉活動モ
デル事業においては、指定町内会と連携し、町内
会が主体的にサロン活動や見守り活動等の地域づ
くりが継続されるよう支援に努めました。

相談者に合った支援や制度等に適切に繋ぐことに
より課題解決や自立に向けた対応に努めました。

地域を支えるための基盤強化
介護保険事業においては、介護保険法の改正
による介護報酬の引き下げ等があり、収入の減
が懸念されましたが、無料体験等を通じて新規
利用者の確保に努めると

福祉意識を高め地域活動を促す情報発信の充実

ともに加算制度を取得す
るなど利用者数と収入の

社協だよりは、ボランティアやサロン活動に関
する情報提供に力を入れるなど内容の充実に努
め、地域福祉を身近に感じてもらい、地域づくり
や地域活動への関心が高まるような情報の提供・
発信に努めました。

増に努めた結果、前年度
とほぼ同程度の収入とな
り安定した経営に努めま
した。

［単位：円］

［単位：円］

①会費収入

4,791,900

①法人運営事業

②寄附金収入

1,152,691

②各種事業

③補助金収入

32,662,081

④共同募金配分金収入
⑤受託金収入
⑥介護保険収入
⑦その他収入

6,363,691
48,146,976
107,472,224
1,186,100

③相談・貸付事業
④共同募金配分金事業

43,804,756
6,282,266
18,698,295
6,363,704

⑤老人デイサービス事業

85,672,097

⑥居宅介護支援事業

16,696,022

⑦地域包括支援センター事業

22,073,126

⑧積立資産取崩収入

15,014,013

⑧積立資産支出

13,025,078

⑧前期末支払資金残高

36,445,210

⑨当期末支払資金残高

40,619,542

収入合計

253,234,886

支出合計

253,234,886

５
詳細については、お問合せください。
岩沼市社会福祉協議会
電話（0223）29－3711 FAX（0223）29－3341

サ ロ ン 情 報

家族を介護している
人のためのサロン

社協まちなかカフェ
開催日時：７月２６日（木）

１０時～１５時
開催場所：北部地区老人憩の家
※北児童センター
（相の原１－３－４９）
内
容：囲碁・将棋・コミュニケーション
麻雀を楽しみたい方、手芸やおし
ゃべり楽しみたい方・・・老若男
女どなたでも集いの場としてご利

発達に課題があるお子さんと
家族の「おもちゃの時間」

開催日時：７月１２日（木）
１０時～１２時
開催場所：総合福祉センター
内
容：茶話
介護している方がホッと一息つけ
るサロンです。介護に関する情報
をご用意しています。
参 加 費：１００円

開催日時：７月１４日（土）１０時～１２時
開催場所：岩沼市総合福祉センター
内
容：「言葉が遅い」「お友達とうまく遊
べない」など、発達に何らかの課
題があるお子さん（未就学児）と
家族がくつろげるサロンです。
段ブロック、おもちゃを
準備しています。
参 加 費：１家族１００円

用ください。

今回の手芸は「パンチバスケット」
「夏のペーパークラフト」
夏のペーパークラフト」
午後は飾り箱作りや折りバラつくりもあ
つくりもあ
ります。
参 加 費：お茶代１００円
手芸をされる方は材料費２００円

障害がある人と家族とボランティアの時間
間
開催日時：８月１８日（土）１０時～１３時
開催場所：総合福祉センター
内
容：流しそうめん
参 加 費：３０0 円
ボランティアの皆さんと一緒に楽しみましょう。

● 団体情報 ●
みやぎ高次脳機能障害友の会
岩沼のサロン

コミュニケーション麻雀を
楽しみましょう！
開催日時：７月２３日・８月２０日共に（月）

開催日時：７月２５日（水）・８月２８日（火）

１３時３０分～１５時３０分
場

１３時３０分～１５時３０分

所：総合福祉センター

参 加 費：１００円

場

申込：不要

所：総合福祉センター

問合せ先：みやぎ高次脳機能障害友の会・岩沼

問合せ先：コミュニケーション麻雀「リーチの会」

☎０９０-７６６６-９４４２（相原）

☎０８０-４５１０-２３２５（高澤）

カフェメロディー

縁じょいなす

開催日時：８月２３日（木） １４時～１５時

開催日時：７月２６日（木） １４時～１５時

場

場

参 加 費：１００円（お茶代・菓子代）

所：カーサ岩沼（４階）

参 加 費：１００円（お茶代・菓子代）

所：カーサ岩沼（４階）

問合せ先：岩沼市社協地域包括支援センター

問合せ先：カーサ岩沼 ☎0223-22-5009

☎0223-２５-６８３４

岩沼市の助成金を利用し、平成２８
開 催 日：毎月第２・４木曜日

年７月に立ち上がったサロンです。助

開催時間：１３時３０分

成金を活用し椅子を購入しました。毎

～１５時３０分

回約１５名が参加しており、お茶飲み

開催場所：原公会堂

をしながら体操やカラオケを楽しんで

対 象 者：どなたでも

います。語り部さんの話を聞くことも

参 加 費：１００円

あり、参加者はサロンを楽しみにして

内

います。

ストレスを感じにくい体質になるそ

（サロン会計 守 勝男さん）

うです。

容：お茶会、体操、カラオ
ケ、スポーツ観戦等
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▲この日の体操は、肺ストレッチ！
肺の周りの筋肉を動かすことにより

６
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●

いわぬまボランティア情報

将棋・囲碁・麻雀の相手を募集
体が不自由で移動が困難な方の自宅
や地域のサロン、児童・高齢者施設
等で将棋・囲碁・麻雀の相手をして
いただける方を募集します。
※活動日時・場所などはお問い合わ
せください。
未就学児のお子さんと
遊んでくれる方を募集
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」におい
て、当日のボランティアに加え、前
日の段ブロックの組み立てやおもち
ゃの掃除をしていただける方を募集
します。

●

子どもたちの声に耳を傾けていただける方を募集
経済的な困窮を抱えている世帯の小中学生を対象に学習支援を行っ
ている「さーくる IWANUMA」では、子どもに寄り添い話し相手
になっていただける方を募集しています。
どなたでも活動できます。

活動日時：月曜日

１５時～１８時

日～木曜日

（小学生）

１８時～２１時

（中学生）

※上記の曜日で週１回２時間程度ご協力ください。

問合せ先：NPO 法人アスイク（鈴木）

☎０７０－５６２０－８６５０
ルポたけくま

夏祭りボランティア

介護付き有料老人ホームルポたけくまの夏祭りでの会場設営、模擬
店販売補助等をしていただけるボランティアを募集します。
活動日時：８月１９日（日）

活動場所：ルポたけくま駐車場

９時３０分～１６時

（たけくま１－２０－２）

活動日時：
〈おもちゃの掃除、組み立て〉
７月１３日（金）１３時～１５時
〈おもちゃの時間当日〉
７月１４日（土）１０時～１２時
活動場所：岩沼市総合福祉センター
サロン参加者募集
「障害がある人と家族とボランティ
アの時間」で、流しそうめんを一緒
に楽しんでいただける方を募集しま
す。
活動日時：８月１８日（土）
１０時～１３時
活動場所：岩沼市総合福祉センター
ゴミ出しボランティア募集

問合せ先：ルポたけくま

☎０２２３‐２５‐２５８８

体験談の収集と編集のお手伝いをしていただける方募集
「思いでいきいき会」では、岩沼の昔の暮らしの様子を高齢の方か
らお聞きし、資料として残す活動を行っています。体験談の収集や
編集作業をお手伝いしていただける方を募集します。
活動場所：岩沼市民図書館

問合せ先：☎０２２３‐２４‐３２５７（菊地）
サロン活動のサポート
重症心身障害児が集うサロン活動のサポートとサロンに参加する兄
弟（姉妹）の託児をしていただけるボランティアを募集します。
※ボランティア保険は活動される方ご自身での加入をお願いします。

活動日時：毎月第４土曜日

１０時２０分～１４時３０分

活動場所：総合福祉センター

問合せ先：宮城県重症心身障害児（者）を守る会
アドレス：m.maruwa2017@gmail.com

（県南分会：猪苗代）

身体が不自由な方のゴミ出しのお手
伝いをしていただける方を募集しま
す。
月１回だけという方も大歓迎です。
※活動日時・場所などは
お問い合わせください。

第６１回

美化活動ボランティア

「きれいな町岩沼」をめざして一緒にゴミ拾いをしませんか？
活動日時：７月８日（日）９時～１１時

活動場所：県道３９号（根方公会堂～国道４号）及び市道

集合場所：ファミリーマート岩沼南長谷店駐車場（9 時集合）
※ボランティア行事保険の加入、必要な道具は会で準備します。

問合せ先：岩沼市社会福祉協議会
☎0223‐29‐3711

問合せ先：美化ボランティア団体

ごみゼロ

岩沼事務局☎090‐1496‐3574（武田）

７
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多くのボランティアのご参加をいただきました。
紙芝居と絵本の読み聞かせ

ゴミ出しボランティアの交流会

５月１８日（金）ひとり暮らし高齢者会食のつ
どいにおいて「おはなしクレヨン」さんに読み聞
かせをしていただいきました。「ダジャレ日本一
周」や「皿屋敷のお

身体的な理由などによりゴミ出しが難しい方に
対し、ゴミ出しのお手伝いをしているボランティ
アの交流会を開催しました。
昨年４月から現在までに９名の方がゴミ出しの

きく」の軽妙な語り

お手伝いをされています。長い方では１年が経

口に、参加された皆

ち、参加された皆さんはこれまでを振り返りなが

さんは昔を思い出し

ら「ゴミ出しだけではなく『おはよう』と声掛け

たかのように引き込

をしている」「いつもありがとうと声を掛けられ嬉

まれていました。

しい」などと話され、
「こういう時、皆さんどうし
ているの？」など質問も交えながら情報交換をし

囲碁のお相手楽しんでいます！

ていました。

デイサービスセンター
ご利用者への囲碁のお相
手を始めました。趣味や
特技を活かして気軽に出
来る魅力的な活動です。
子育てサロンのお手伝い
子どもたちの遊び場「ち
びぞうくらぶ」に登録ボラ
ンティアの方が参加し、遊
びの見守りを通して、小さ
いお子さんとのふれあいを
楽しみました。

社協からのお知らせ
エフエムいわぬま 77.9ＭＨｚ
地域の福祉情報を届けします

社協の「
放送日：水曜日
（再）金曜日

ボランティア団体の交流会を開催します！
岩沼市内で活動しているボランティア団体を対象

通信」
１８時１５分～
９時１５分～

１５分番組

に、新しい出会いや情報交換の場としてボランティア
団体交流会を開催します。当日は各団体の活動紹介や
フリートークを予定しています。
日時：８月７日（火）１０時～１２時
会場：総合福祉センター

小中学生のためのボランティア体験教室開催
小学生（３～６年生対象）は民生委員の見守り

大会議室

参加希望団体は社会福祉協議会までご連絡ください。
申込み・問合わせ

岩沼市社会福祉協議会
☎0223‐29‐3711

活動体験、中学生は障害がある方との作業やふれ
あいの広場での活動となります。
詳しくは各学校を通してご案内します。

ふれあいの広場

開催のお知らせ

～出会い ふれあい 支え合い～

おゆずりください！！
使わなくなった手すりがありましたらおゆずり
ください。内用、外用どちらでもけっこうです。
問合せ先：岩沼市社会福祉協議会
☎０２２３－２９－３７１１

開催日：平成３０年９月１日（土）
１０時 オープニングセレモニー
１１時 各コーナーオープン
会

場：岩沼市民会館・中央公民館

８
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社会福祉協議会は、誰もが地域で安心して暮らせるよう、市民の皆様の福祉問題について
考え、各種福祉事業を企画・実施し、自主的な活動を行う団体です。
本会では、市からの補助金や共同募金からの配分金などがありますが、皆様からいただく
会費が地域福祉事業を行う貴重な財源になっています。

●地域福祉の推進

～いただいた会費で行う主な事業～
●福祉学習の支援 ●ボランティア育成・活動の支援

【会員と会費 いずれも年額です】
☆個人会員会費（個人や世帯） １口
☆団体会員会費（団体）
１口
☆施設会員会費（施設）
１口
☆法人会員会費（企業等）
１口
☆賛助会員（どなたでも） 個人１口
法人１口

等

５００円
１，０００円
１，０００円
２，０００円
２，０００円
５，０００円

※賛助会費については寄附金として、寄附控除を受けることができるようになりました。

地域によって異なりますが、地域の地域福祉推進員（旧福祉員）や町内会長をはじめ役員の
方々が伺いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。団体会員、施設会員、法人会員、
賛助会員については、直接社会福祉協議会までお申し込みください。
問い合わせ先 岩沼市社会福祉協議会 電話（０２２３）２９－３７１１

●金員寄付者一覧

（平成２９年１２月１日
～平成３０年５月３１日分）
○里の杜の匿名さまから・・・・・・・２０，０００円
○東洋ゴム工業(株)仙台工場

東洋ゴム工業

労働組合東北支部さまから・・・・・６０，４００円

潮騒太鼓さま

岩沼市農業協同組合さま

○みちのく企画さまから・・・・・・・・５，０００円
〇工房水神そばさまから・・・・・・・２８，３５７円
〇NPO 法人リュバンさまから・・・・ ７６，３０８円
〇湯村修カラオケクリニックさまから
・・・・・５０，０００円
○観月流あさか舞踊さまから・・・・・５０，０００円

東洋ゴム工業さま

観月流あさか舞踊さま

○潮騒太鼓さまから・・・・・・・・３１４，３８４円
○岩沼山草会さまから・・・・・・・・１１，４００円

※この広報紙は皆さんに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。

