

２０１９．１．１‒ ⁀⁁†１４８‒

 １１月１３日（火）
、岩沼市民会館大ホールを会場に法人化
４５周年記念岩沼市社会福祉大会を開催しました。
 第１部の記念式典では、社会福祉活動等に功績のあった４４
名の個人・団体の皆さんに三浦会長から表彰状・感謝状を贈呈
しました。
（受賞者は２P に掲載しています。
）
式典の最後には「住みなれた地域で誰もが安心して暮らせる
まち」の実現に向け、市民をはじめ関係者が一丸となって力を
合わせて取り組んでいくことの大会宣言が採択されました。
 第２部の記念講演では、落語家の六華亭遊花氏から「なまっ
て 笑って コミュニケーション」と題し講演をいただき、東
北弁を交えた落語に会場から笑い声が溢れました。
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★長年のご協力に感謝を込めて ～岩沼市社会福祉大会受賞者～

（敬称略・順不同）

【社会福祉協議会会長表彰】
福祉団体
功労表彰

社会福祉協議会
役職員功労表彰

ボランティア
団体等功労表彰

社会福祉協議会
活動功労表彰

三品 實

鎌田 典子

齋 キクヨ

粟生田 三男

内田 はるの

大友 利信

那須 きよ子

森 久

大村 たえ子

鳴海 実枝子

ジャパンゴルフ
ツアー選手会

八島 洋子

布田 泰子

遊佐 ひろみ

潮騒太鼓

鈴木 敏子

髙橋 清美

星 光枝

岩沼市農業協同組合

小野 正俊

星 一男

三浦 義典

菅野 とめの

岡﨑 正光

観月流あさか舞踊

石川 淳子
宍戸 勇
内田 洋一

おめでとうございます

湯村修カラオケ
クリニック
渡辺歌謡会

【社会福祉協議会会長感謝状】
株式会社佐藤建設
株式会社上の組

春山建設株式会社
福山暁の星女子
中学校・高等学校

岩沼山草会
広島県立五日市高等学校

東洋ゴム工業株式会社

仙台工場
東洋ゴム工業株式会社
労働組合東北支部
福島ヤクルト販売株式会社
ヤクルトレディ親交会
宮城いきいき学園仙南校

老人クラブ大会が開催され、老人福祉事業功労
者として三品實さん、優良老人クラブとして東
桜福寿会が受
賞されました。
おめでとう
ございます。

河内長野市社会福祉協議会
福祉委員会委員長連絡会
伊藤 英雄
吉田 勇治

社会福祉法人
福山市社会福祉協議会

★県大会で優勝！！

★平成３０年度宮城県
老人クラブ連合会会長表彰
 １１月１５日（木）石巻市で第３９回宮城県

我妻 吉子

１０月２６日（金）宮城県総合運動公園グラ
ンディ２１で開催された、宮城県老人クラブ連
合会主催「宮城県シニアスポーツ大会」におい
て、岩沼市から代表と
して参加された吉田八
重子さん（玉崎長寿会）
がグラウンドゴルフ女
性の部で見事優勝され
ました。
 おめでとうござい
ます。




３

★福祉について考えよう
１１月９日玉浦中学校、１４日岩沼南小学
校、２０日玉浦小学校において個人・団体ボラ
ンティアの協力をいただき福祉体験学習を行い
ました。
これまでの車イスや手話体験の他に、今年か
らボッチャや卓球バレーのような障害者向けス
ポーツを福祉体験学習に取り入れ、ルールを工
夫することで誰とでも楽しめるようになること
を体験し、児童生徒の皆さんはこれまで以上に
福祉に対する理解を深めていた様子でした。
（関連記事Ｐ７）

▲卓球バレーを
体験する児童
▶高齢者疑似体験用
具の装着を手伝う
ボランティア

大規模災害時における相互支援に関する協定締結
 東日本大震災や平成３０年７月豪雨災害のような大規模災害時における相互支援体制を整
えるため、１１月２８日、南国市社会福祉協議会と本会との間で大規模災害時の職員派遣や
支援物資の提供、災害支援活動ボランティアの募集・派遣などで協力し合う応援協定を締結
しました。
 締結式は、南国市社会福祉大会の席上、南国市村田功、岩沼市鈴木隆夫両副市長の立会い
のもとに行われ、同大会に参加した１５０余名の南国市民から大きな賛同の拍手がありまし
た。
締結式終了後の社会福祉大会において、本会の職員による『非常時を意識した今できる活
動～東日本大震災を経験して～』と題した講演も行われ、災害への備えを強く訴えかけてい
ました。
南国市と岩沼市は、今年が姉妹都市締結４５周年の記念の年であり、本会にとっても法人
化４５周年記念の年。今年８月に南国市社会福祉協議会の竹村会長が姉妹都市訪問団の一員
として岩沼市を訪問したことがきっかけで、今回の締結にいたりました。
相互支援の協定は締結しましたが、支援
が必要な災害がないこと、そしてお互いの
市民が安心して生活できることが何より大
切です。南国市とは普段から顔の見える関
係づくりを進めていきます。
 本会では、南国市のほか、東日本大震災
時に支援をいただいた山形県尾花沢市、兵
庫県伊丹市、広島県福山市の各社会福祉協
▲左から、南国市村田副市長、南国市社協竹村会長、
三浦会長、鈴木副市長

議会と同様の協定を締結しています。
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★新しい施設で笑顔いっぱい
 １２月７日（金）北中学校区の方を対象に会食
のつどいを開催し、２５名が参加されました。
 今回は、新しくできた「いわぬま市民交流プラ
ザ」を会場に行いました。参加された皆さんも初
めて利用する方がほとんどで、開放的で使用しや
すい施設に感心していました。
午前は社協包括の軽体操、午後は市老連体育部
会の協力によるボッチャのレクリエーションに参
加された皆さんは笑顔で楽しまれていました。

▲皆さんボッチャに夢中です

★歌って！笑って！元気に！
 介護予防教室を１０月に３回開催し、毎回約２０
名が参加されました。
運動を通じた筋力低下予防と、歌を通じた閉じこ
もり予防の２部構成で、無理せずに体を動かした
後、ボランティアのチンジャオロースさんの工夫を
凝らした歌や踊りを一緒に楽しみました。
百歳体操は、ＤＶＤの動きに合わせ、椅子に座っ
てゆっくり手足を動かす運動で、簡単にできる体操
の ひ と つ で す 。「 自 分 た ち の 地 域 で も や っ て み た
い！」という時は出前講座も開催していますので、
ぜひ地域包括支援センターにお声掛けください。

▲皆さんの笑顔が素敵です

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

★１番人気はマグロ！
さとのもりの昼食にはお刺身が出る時がありま
す。その話をすると「デイサービスでお刺身が出る

▶かつおのたた
きも人気です
（右上）

の？！」と驚かれます。時々ですが、マグロ・サー
モン・ホタテの３種盛りの刺身や手まり寿司などの
生ものが出ます。
利用者に好きな食べ物を聞いてみると、寿司、刺
身、煮つけが挙がります。外出ツアーで回転寿司に
行った時も、１番人気はやはりマグロでした。
これからも利用者の当日の体調と気温、衛生管理
に十分配慮し、皆さんに喜んでもらえる食事を提供
していきます。

◀色とりどり
の手まり寿司

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

５
5

サ ロ ン 等 情 報

詳細については、お問合せください。

家族を介護している人のためのサロン
開催日時：１月９日（水） １０時～１２時
開催場所：総合福祉センター
内

コミュニケーション麻雀を楽しみましょう！
開催日時：１月２１日・２月１８日共に（月）

参 加 費：１００円

容：介護経験者菊地さんの「松前漬け（調理）
」と茶話

問合せ先：岩沼市社会福祉協議会 ☎０２２３－２９－３７１１

１３時３０分～１５時３０分
場

所：総合福祉センター

参 加 費：１００円

問合せ先：コミュニケーション麻雀「リーチの会」

社協就活サロンここから☆

☎０８０－４５１０－２３２５（高澤）

開催日時：１月１０日（木）・２４日（木）
２月

申込：不要

７日（木）・２１日（木）

１０時～１１時５０分 １３時～１５時３０分
開催場所：総合福祉センター

縁じょいなす

参 加 費：無料

開催日時：１月 2４日（木） １４時～１５時

※事前申し込み不要。当日、直接お越しください。
問合せ先：岩沼市社会福祉協議会 ☎０２２３－２９－３９７０

場

所：カーサ岩沼（４階）

参 加 費：１００円（お茶代・菓子代）

ランチカフェ

生協

問合せ先：カーサ岩沼

開催日時：１月１８日（金） １１時～１３時３０分

☎０２２３－２２－５００９

開催場所：みやぎ生協岩沼店 １階休憩コーナー
参 加 費：無料 （昼食はご持参ください。）

障害がある人と家族とボランティアの時間

問合せ先：岩沼市社協地域包括支援センター

開催日時：２月１７日（日）１０時～１２時

☎０２２３－２５－６８３４

開催場所：総合福祉センター ２階

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」
開催日時：１月１９日（土） １０時～１１時３０分
開催場所：総合福祉センター

参 加 費：１家族１００円

内

容：卓球バレー

参 加 費：１０0 円
〇ボランティアの皆さんと一緒に楽しみましょう！
問合せ先：岩沼市社会福祉協議会
☎０２２３－２９－３７１１

問合せ先：岩沼市社会福祉協議会 ☎０２２３－２９－３７１１

みやぎ高次脳機能障害友の会
１３時３０分～１５時３０分
場

カフェメロディー

岩沼のサロン

開催日時：１月２９日（火）・２月２６日（火）
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

大会議室

開催日時：２月２８日（木） １４時～１５時３０分
開催場所：カーサ岩沼（４階）
参 加 費：１００円（お茶代・菓子代）
問合せ先：岩沼市社協地域包括支援センター
☎０２２３－２５－６８３４

☎０９０－７６６６－９４４２（相原）

平成２７年１０月に立ち上がったサロ
開催日：毎月第２・３・４木曜日
開催時間：
・第２木曜１４時～１６時
・第３木曜１３時３０分～１６時（カラオケ）
・第４木曜１０時～１４時

ンです。震災後、地域で孤立する人がい
てはいけないと、岩沼市の助成金を活用
し活動をはじめました。
代表や協力者を中心に内容を考え毎回

開催場所：二木西地区集会所

楽しく活動しています。今年度は、コミ

対象者：どなたでも

ュニケーション麻雀を通して地域の方と

参加費：１００～５００円

の交流を図ろうと、コミュニケーション

（内容によって金額が変わります）
内  容：とくちゃん体操、お茶会、コミュニ
ケーション麻雀、カラオケ等

麻雀交流大会「コミ麻雀 GH くつろいで」
を企画し開催しました。１６チームが参
加し大盛況でした。

▲コミュニケーション麻雀
交流大会の様子
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● いわぬまボランティア情報 ●
スノーバスター大募集

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

今年も山形県尾花沢市においてスノーバスターを行います。
雪かきボランティアをしてみませんか？
活動日時：２月９日（土）８時３０分～１９時
活動場所：山形県尾花沢市

参 加 費：１，０００円

いただける方を募集します。

集合場所：岩沼市総合福祉センター

※活動日時・場所などはお問い合わ

募集人数：４５名（定員になり次第締め切ります）

せください。

問合せ先：岩沼市社会福祉協議会

☎０２２３－２９―３７１１

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」をお手
伝いしていただける方を募集しま
す。
活動日時：１月１９日（土）
９時３０分～１２時
第６６回

活動場所：総合福祉センター
１階

教養娯楽室(和室)

サロンボランティア募集

「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：２月１０日（日）９時～１１時
活動場所：県道３９号（根方公会堂～県道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

「障害がある人と家族とボランティ
アの時間」で、卓球バレーを一緒に

美化活動ボランティアを募集

※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：美化ボランティア団体

ごみゼロ岩沼事務局

☎０９０－１４９６－３５７４（武田）

楽しんでくれる方を募集します。
活動日時：２月１７日（日）

グループメンバーを募集

９時３０分～１２時
活動場所：総合福祉センター
２階

大会議室

ゴミ出しボランティア募集
身体が不自由な方のゴミ出しのお手

ひまわりホームの利用者が織った「さをり織り」を、縫製していた
だける方を募集しています。自宅に持ち帰って
ゆっくり作業することも可能です。
活動日時：隔週木曜日

１０時～１２時

活動場所：ひまわりホーム（里の杜３－５－２２）
問合せ先：ひまわりホーム

☎０２２３－２４－５８４１

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。

宮城いきいき学園

平成３１年４月

入学生募集

対

象：県内に居住の概ね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２２日（２学年制）
入 学 金：５，０００円
問合せ先：岩沼市社会福祉協議会
☎０２２３－２９―３７１１

受 講 料：年間２０，０００円

募集期限：２月２８日（木）必着
申込、問合せ先：宮城県社会福祉協議会

いきがい健康課

☎０２２－２２５－８４７７

７
7

ボランティア活動始めてみませんか？？
平成３０年度

岩沼ライオンズクラブ

岩沼市自発的活動支援事業

ボランティア活動
助成金のご案内

ボランティア養成講座を開催します。
障害がある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができ
るよう、障害がある人への理解を深め、ちょっとした配慮や支援が

岩沼ライオンズクラブは、市内の

できるボランティアの養成講座を開催します。障害がある人や地域

社会貢献を行うボランティア団体に

を支えるボランティアについて学んでみませんか？

対して、活動助成を行っています。

日時：①2 月 7 日（木）10：00～12：00

助成額：１事業１団体１０万円まで

②3 月 6 日（水）13：30～15：00
場所：①②ともに

（５団体程度）

岩沼市総合福祉センター

申請書提出期間：３月２９日（金）

内容：①障害の有無や年齢関係なく行えるスポーツについて
講師：宮城卓球バレー協会職員

助成金決定通知：４月中

②発達に何らかの課題があるお子さんへの接し方について

申し込み、お問い合わせ：

講師：岩沼市すぎのこ学園職員

岩沼ライオンズクラブ

対象者：ボランティア活動を行っている方

電

ボランティア活動を考えている方等
定員：30 名
申込締切

ＦＡＸ０２２３－２２－５１３４

受講料：無料

①2 月 1 日（金）

②3 月１日（金）

まで

メールアドレス

申し込み・問い合わせ先
岩沼市社会福祉協議会

話０２２３－２２－５０９１

iwanuma-lc@spase.ocn.ne.jp
電話 0223－29－3711

※電話での問い合わせ

FAX0223－29－3341

月～金

１０時～１３時

多くのボランティアにご参加をいただきました。
ボランティア活動の様子を発表

児童生徒へボッチャの指導

１１月２１日（水）七ヶ浜町社協で開催された

岩沼市老人クラブ連合会体育部会員の協力をい

市民向けのボランティア養成講座において、岩沼

ただき、市内の小中学校の福祉体験学習におい

市内のボランティアグループ「AAP 仙南ピース・

て、ボッチャを行いました。

ロード」（地域の清掃活動）と「ちびぞうくらぶ」
（幼児と保護者の遊び場づくり）が日ごろの活動

ボッチャは年齢や障害の有無に関わらず楽しめ
るニュースポーツです。

を発表し

講師となった市老連の皆さんは、孫のような小

ました。

中学生を相手に、進め方やルールを丁寧に指導し
ていました。

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「         通信」


放送日：水曜日 １８時１５分～
（再）金曜日  ９時１５分～  １５分番組

８
2

平成３０年度社協会費にご協力いただいた団体・企業のみなさま（敬称略・順不同）
本会では、みなさまからいただく会費が貴重な財源になっており、地域福祉の各種事業に活用させてい
ただいております。
下記団体・企業様は、本会の目的及び事業に賛同いただき、ご支援を賜っている会員のみなさまです。

●賛助会員
デイサービスたんぽぽ・絆・中央

岩沼土地開発株式会社
有限会社サン薬局

相双五城信用組合
竹中酒店

有限会社桃幸
株式会社アイプランナー
合資会社安住金物店
有限会社新古堂

医療法人社団青木神経科内科クリニック

斎源魚店
株式会社ヤマトコフイン
株式会社アサノ

株式会社上の組
有限会社トータルライフカンノ
有限会社及川水道工業所
岩沼オートサービス株式会社

合資会社せきや薬局
株式会社岡文
有限会社丸田魚店
長田整骨院

株式会社平塚工務店
遠藤歯科医院
トパーズろまんす
ワタヒョウ株式会社

若草美容室
株式会社菅幸材木店
株式会社大友風呂店
学校法人岩沼学園岩沼こばと幼稚園

介護サポートふたき
有限会社松岡新聞舗
岩沼市農業協同組合
株式会社佐藤建設

有限会社大町機工
有限会社田中建築
ふきあげ整骨院
宗教法人竹駒神社

医療法人社団陽光会西陵内科
岩沼土ヶ崎郵便局
医療法人社団森川内科医院

森川こどもクリニック

医療法人小島慈恵会小島病院

以上１３団体 株式会社七十七銀行岩沼支店
●団体会員
森整形外科クリニック
岩沼市食生活改善推進員協議会
清水歯科医院
以上1団体 医療法人五葉会山本クリニック

東洋ゴム工業株式会社仙台工場
日本製紙株式会社岩沼工場
株式会社仙台銀行岩沼支店
以上46団体

●法人会員
東京第一ホテル岩沼リゾート
株式会社共和環境保全

斎藤高圧株式会社
ＪＯＮＢＲＡＮ
ニチイケアセンター岩沼
有限会社ジャパントラベル東北

●施設会員
特別養護老人ホームチアフル岩沼
岩沼市デイサービスセンターたけくま
岩沼南デイサービスセンター

協業組合共和衛生グループ
株式会社松山商店

食事の店 園
株式会社シンプルエアサービス

地域密着型特別養護老人ホームチアフル三色吉

特定非営利活動法人ホームひなたぼっこ

以上４団体

ありがとうございました



地域の支え合い活動に向けて ～市民福祉フォーラム～

地域における支え合いや見守り活動をする時に、話題になるのが個人情報保護。個人情報の保護

について正しく理解し、これからの地域活動のために一緒に考えてみませんか。
 日  時  ２月１３日（水）１３：３０～１５：３０

 会  場  岩沼市民会館中ホール

テ ー マ  地域の支え合いと個人情報保護

事例発表  大手町親和会におけるサロン活動

講  演  演題「見守り活動と個人情報保護」
（仮題）

講  師  兵庫大学 生涯学習学部社会福祉学科 准教授 小林 茂 氏

 参 加 費  無料

       どなたでもご参加できます。皆さんのご参加お待ちしています。
※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。

