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２月９日（土）
、山形県尾花沢市でのスノーバスター（雪ほり）
に４４名のボランティアが参加し、地元の方と一緒に６班に分か
れて高齢者宅等の雪ほりをしました。
訪問したお宅の方からは、
「毎年ありがとうね」
「本当に助かり
ます」と、感謝のことばをいただき、雪ほり作業に一層力が入り
ました。
今年で７年、９回目となるスノーバスターでは、
「雪ほり」の活
動に加え、地元の方との交流も楽しみの１つで、活動終了後は、
一緒にそり遊びや活動した班ごとに懇談して交流を深めました。
 参加したボランティアからは「この雪の量にはビックリしまし
た」
「１日だけでも力になれて良かった」
「来年もまた参加しま
す」との声が聞かれました。
 訪問したお宅の方や共に活動した地元の方からも沢山感謝のこ
とばをいただき、地域の方々との交流も深める充実した活動とな
りました。
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★会食と卓球バレーで交流

 １月１８日（金）、ハナトピア岩沼を会場に会食のつ
どいを開催しました。
 今回は西中学区の方を対象に１６名が参加し、午前は
岩沼西地域包括支援センターの方々による講話や軽体
操、午後は卓球バレーのレクリエーションを行い、体を
動かしながら笑顔あふれる会食のつどいになりました。

▲声をかけあってプレーしました。

★視覚障害について学びました
２月４日（月）、岩沼小学校３年生を対象に視覚障害
（アイマスク・白杖）の福祉体験学習を行いました。
ボランティアの皆さんにも協力いただき、体験を通
し視覚障害への理解と障害を持つ方に対するサポート
方法について学び、助け合いの大切さに触れる機会に
なりました。（関連記事Ｐ７）
▲介助には相手を思いやる気持ちが大切です。

★介護の話は尽きることなく
１月９日（水）
、介護者サロンを開催しました。
サロンでは介護経験者の菊地清さんから介護の合間
に簡単にできる「松前漬け」の作り方を教わり、実際
に調理を行いました。
調理後は、参加者同士が近況を報告し合い、楽しい
ひとときを過ごしました。

▲松前漬けをお茶うけに近況報告。

★スポーツを通してボランティア活動
２月７日（木）、平成３０年度自発的活動支援事業ボ
ランティア養成講座（1 回目）を開催しました。
市内のボランティアの状況等の話の後、宮城卓球バ
レー協会の方を講師に、
「障害の有無や年齢に関係なく
行えるスポーツ」について実技を交えながら講話をい
ただきました。
講座を通してボランティア活動について理解を深め
ていただき、参加者からは、
「私にできることがあれば
やってみたい」という声が聞かれました。
次回（２回目）は３月６日（水）に開催します。

▲多くの方にボランティア登録を
していただきました。

３

★パワークラブがパワーアップ！！
 社協地域包括支援センターでは、地域の中で集まるき
っかけ作りや健康作りの１つとして「生涯現役！パワー
クラブ」を実施しています。
これまではストレッチ、簡単な筋力トレーニング、太
極拳、踊りという流れでしたが「もっと体を鍛えてみた
い」という声が上がり、次回は後半を踊り（岩沼音頭や
相馬節）を通じて交流するグループと、筋力トレーニン

▲正しいやり方で効果的な運動を！

グを行うグループに分け、より運動したい方の声にも応
えられるようにする予定です。
男性の皆さんにも好評なパワークラブ。みなさんの参
加をお待ちしています！
次回は３月１３日（水）に実施します。

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

★かわいい小型犬に癒されて
２月６日（水）専門学校アニマルインターカレッ
ジの学生さんとトイプードル等の小型犬６匹が、デ
イサービスセンターさとのもりに遊びに来てくれま
した。
利用者は、訓練を受けているので、大人しく
て小さな姿とつぶらな瞳の小型犬に「めんこい
なぁ」と口を揃え、手招きして喜んでいました。

▲トンネルくぐりに大喝采！！

また、撫でて温もりを感じると幸せな気持ち
になり、自然と笑顔がこぼれていました。
さとのもりでは、園児や地域の方との交流の機会
が多くありますが、また違った癒しの時間となりま
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

★職員募集★
○業 務  ①デイサービスセンター看護業務        ②地域福祉支援業務
○勤務地  ①岩沼市デイサービスセンターさとのもり    ②岩沼市社会福祉協議会
○給 与  ①月給 １８０，０００円～２２０，０００円  ②月給１７０，０００～
○時 間  ①８：２０～１７：０５            ②８：３０～１７：１５
○資 格  ①保健師、看護師、准看護師          ②社会福祉士
○休 日  ①４週８休 勤務表による           ②土日祝日
○応 募  履歴書、資格証明書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
      〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目４番１５  電話 ０２２３－２９－３７１１
      詳しくはお問い合わせください。
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平成３０年度

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動

赤い羽根共同募金

募金額

実施報告

４４４万８，２８５円

みなさまから寄せられた募金は、全額宮城県共同募金会に送金し、平成３１年度の事
業費として配分されます。
○主な配分先

地域で活動する団体の活動費として
町内会へのテント配分として
被災地域のボランティア活動費として

歳末たすけあい運動

募金額

4６０万４，１５３円

みなさまから寄せられた義援金は、「歳末見舞金」として、市内の低所得世帯の
方々へお届けいたしました。

○対象世帯

１２８世帯

竹駒神社さま、岩沼保育園さまより岩沼市を通して義援金をいただきました。

レクリエーション用具等の貸出
社協では、赤い羽根共同募金からの配分金等を活用し、岩沼市内において地域交流を目的とした
グループや団体にレクリエーション用具の貸し出しを行っていますのでご活用ください。

貸出レクリエーション用具
・コミュニケ―ション麻雀
・輪投げ・釣りっこゲーム
・麻雀・チェス・トランプ・花札
・スマイルボウリング・卓球バレー
・ターゲットゲーム

等
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サ ロ ン 等 情 報

詳細については、お問合せください。
コミュニケーション麻雀を楽しみましょう！

家族を介護している人のためのサロン
開催日時：３月１３日（水） １０時～１２時
開催場所：総合福祉センター
内

開催日時：３月１８日（月）
１３時３０分～１５時３０分

参 加 費：１００円

容：介護をしている方がホッと一息つけるサロンです。

問合せ先：岩沼市社会福祉協議会

場

所：総合福祉センター

参 加 費：１００円

☎０２２３－２９－３７１１

申込：不要

問合せ先：コミュニケーション麻雀「リーチの会」
☎０８０－４５１０－２３２５（高澤）

社協就活サロンここから☆
開催日時：３月７日（木）
・１４日（木）

みやぎ高次脳機能障害友の会
開催日時：３月２６日（火）

１０時～１１時５０分 １３時～１５時３０分
参 加 費：無料

開催場所：総合福祉センター

岩沼のサロン

※事前申し込み不要。当日、直接お越しください。

１３時３０分～１５時３０分
場

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：岩沼市社会福祉協議会

☎０９０－７６６６－９４４２（相原）

☎０２２３－２９－３９７０

ランチカフェ

生協

縁じょいなす

開催日時：３月１５日（金） １１時～１３時３０分

開催日時：３月２８日（木） １４時～１５時

開催場所：みやぎ生協岩沼店 １階休憩コーナー

場

参 加 費：無料 （昼食はご持参ください。）

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

問合せ先：カーサ岩沼

所：カーサ岩沼（４階）

☎０２２３－２５－６８３４

☎０２２３－２２－５００９

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」

カフェメロディー（予定）
開催日時：４月２５日（木） １４時～１５時３０分

開催日時：３月１６日（土） １０時～１１時３０分

開催場所：カーサ岩沼（４階）

開催場所：総合福祉センター

参 加 費：１００円（お茶代・菓子代）

参 加 費：１家族１００円

問合せ先：岩沼市社会福祉協議会

問合せ先：岩沼市社協地域包括支援センター

☎０２２３－２９－３７１１

☎０２２３－２５－６８３４

社協の町内会連携地域福祉モデル事業に
開催日：毎月第２水曜日
開催時間：１４：００～
開催場所：個人宅
対象者：中央１丁目第２、第３の
住民
参加費：３０００円年
内  容：小物づくり、お料理会、
お花、お茶会、講話（薬
剤師、包括職員など）

指定していた、中央１丁目三和会のサロン
です。
集まる場となる集会所が無いため、個人
宅を会場に、手芸やお料理などの内容で約
１５名が参加し楽しんでいます。
「昔、縁側でひなたぼっこをしながらお
茶飲みをしていたように、元気で長生きで
きるよう、地域で助け合いながら過ごして
いけたらと思っています。
」
（代表の声）

▲この日はお料理会！介護食を作り、
みんなで美味しく食べました。
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● いわぬまボランティア情報 ●
社協ホームページをリニューアルしました。

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

ボランティア情報やサロンの
開催日等も掲載していますの
で、ぜひご覧ください。

等で将棋・囲碁・麻雀の相手をして

ホームページアドレス

いただける方を募集します。

http://www.iwashakyo.or.jp/

※活動日時・場所などは
お問い合わせください。

平成３０年度

岩沼市自発的活動支援事業

ボランティア養成講座参加者募集
未就学児のお子さんと

日

時：3 月 6 日（水）13：30～15：00

遊んでくれる方を募集

場

所：岩沼市総合福祉センター

発達に何らかの課題があるお子さん

内

容：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

と家族の「おもちゃの時間」をお手

講師：岩沼市すぎのこ学園職員
申込・問合せ先：岩沼市社会福祉協議会

☎0223－29－3711

伝い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

活動日時：３月１６日（土）
９時３０分～１２時
活動場所：総合福祉センター
１階

教養娯楽室(和室)

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
日～木曜日

サロンのボランティア募集
社協で実施しているまちなかカフェ

１５時～１８時

（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

や地域のサロン活動のサポートをし
ていただける方を募集します。

第６７回

※活動日時・場所などは
お問い合わせください。

美化活動ボランティアを募集

「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：３月１０日（日）９時～１１時

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

活動場所：県道４号（日本製紙㈱前信号～阿武隈 2 丁目信号）
集合場所：日本製紙㈱グラウンド隣の駐車場
※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

伝いをしていただける方を募集しま

す。

す。

問合せ先：美化ボランティア団体

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。

ごみゼロ岩沼事務局

☎０９０－１４９６－３５７４（武田）
グループメンバーを募集
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。

問合せ先：岩沼市社会福祉協議会
☎０２２３－２９―３７１１

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
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多くのボランティアにご参加をいただきました。
市老連スポーツ大会ボランティア

岩沼小学校

福祉体験学習ボランティア

１０月１９日（金）に開催された市老連スポー

２月４日（月）岩沼小学校の３年生を対象に視

ツ大会において、ボランティア１５名にご協力を

覚障害（白杖・アイマスク）の福祉体験学習を行

いただきました。

い、ボランティア２名に階段の昇降時の見守りの

安全に競技が出来るよう、コースの審判や体力
測定の補助をしていただき、スムーズな進行に一
役買っていました。

ご協力をいただきました。
児童は、ボランティアからの声がけにより、安
全に体験学習を終えることができました。

★ボランティア活動保険のご案内★
個人またはグループでボランティア活動を行
っている際の事故によるケガなどに備えて、

★地域支え合い活動助成金の
ご案内★

ボランティア活動保険があります。

岩沼市社会福祉協議会では、市内における子

平成３０年度に加入または更新されたボラン

供から高齢者まで地域の支え合い体制づくり

ティアの皆さん、補償期間が３月３１日をも

を目的に、地域福祉活動を実施する団体に助

って終了します。

成をしています。

平成３１年度も安心して活動できるよう、ボ

○対象団体

ランティア活動保険の更新手続きを行いまし

・市内で地域福祉活動を行っている組織
又は団体（ＮＰＯ法人含む） 等

ょう。
平成３１年度の更新手続きは、３月１８日（月）から

○助成対象経費
・活動に必要な機材、備品等の購入費

受付予定です。

【平成３１年度の保険期間】

（初年度のみ）

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

・広報費、ホームページ作成費

※中途加入の方は加入手続き完了日の

・活動のための運営費

翌日から平成３２年３月３１日まで

・食材費（子ども食堂、配食等）
・活動拠点の使用料又は賃借料

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」
通信」


放送日：水曜日 １８時１５分～
（再）金曜日  ９時１５分～  １５分番組

○助成金額
・１０，０００円～８０，０００円
○申込期限 平成３１年４月１９日（金）
※助成対象や金額には要件がありますので、
詳しくはお問い合わせください。
電話 ０２２３－２９－３７１１
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●金員寄付者一覧
（平成３０年６月１日～平成３１年２月６日分）

○いきいき学園岩沼会さまから・・・・・３６，６２７円

○中央３丁目の匿名さまから・・・・・・・１，９３７円

○三色吉の美波さまから・・・・・・・・１５，０００円

○早股の匿名さまから・・・・・・・・・２８，５１０円

○岩沼地区手をつなぐ親の会さまから・・・３，０００円

○岩沼市文化財めぐりさまから・・・・・・・・２９９円

○岩沼市立相の原保育所保護者会さまから

○栄町の八木さまから・・・・・・・・・５０，０００円

・・・３，２３４円

○福島ヤクルト販売㈱仙南エリア拠点ヤクルト親交会

○佐久山地区社会福祉協議会さまから・・・５，０００円

・・・・・・・２０，０００円

○里の杜３丁目の匿名さまから・・・・・２０，０００円

○広島県尾道市の花田さまから・・・・・１０，０００円

○三色吉の匿名さまから・・・・・・・・１２，０００円

○社会福祉法人広徳会宜山ひかり保育園保護者会さまから

○中央３丁目の三浦さまから・・・・・・２０，０００円

・・・・１２，０００円

○たけくま町内会さまから・・・・・・・・９，４３６円

○株式会社国井印刷さまから・・・・・・・６，６４０円

○三色吉の伊藤さまから・・・・・・・・４４，２３２円

○相の原の匿名さまから・・・・・・・・・３，８７９円

○渡辺歌謡会さまから・・・・・・・・・５０，０００円

○ＮＰＯ法人リュバンさまから・・・・・９０，５３８円

○岩沼山草会さまから・・・・・・・・・１３，０２０円

○TOYOTIRE 株式会社仙台工場東洋ゴム工業労働組合

○宮城いきいき学園仙南校さまから・・・６６，３９３円

東北支部さまから・・・・・・・・・・４８，１００円

●物品寄付者一覧
（平成２９年７月１９日～平成３１年２月６日分）
○使用済み切手・・・・・クオール薬局岩沼西店さま ○使用済み切手等・・・・・・・・・・・・・遊食処九重さま
・・・・松ヶ丘の匿名さま
・トヨタカローラ宮城㈱岩沼店さま
・・・・・二木の伊藤さま
・・・・・・・・三色吉の匿名さま
○未使用紙おむつ等・・・・・・・・・・早股下２の永沼さま
・・・・・・中央 3 丁目の三浦さま
・・・桜４丁目の小野さま
・・・・・・・・松ヶ丘の匿名さま
・・・・下野郷の匿名さま
・・・・・・・・土ヶ崎の小野さま
・・・・大手町の匿名さま
・・・・・・・・・龍門書道会さま
・・・・・・桜の匿名さま
・・・・・・・・・・桜の大友さま
・・・・・栄町の鈴木さま
・・・・・・・・・桑原の匿名さま
・・・・南長谷の古積さま
・・・・・・・桜 5 丁目の匿名さま
・・・・・・桜の匿名さま
・・・・・・・・・桑原の菅井さま
・・・・・桑原の匿名さま
・・・・・・・・阿武隈の小野さま
・・・桜５丁目の匿名さま
・・亘理町逢隈の㈱逢隈製作所さま ○車椅子・・・・・・・・・・・・・・・・・早股の川名さま
・・・・・山桜の匿名さま
・・・・・・・たけくまの匿名さま
・・・・・日本製紙㈱岩沼工場さま ○未使用タオル・・・・・・・・・・・・・下野郷の平井さま
・・・・・・・・・小川の布田さま ○麻雀マット、将棋板・・・・・・・・・・・二木の福田さま
・・ラルゴ岩沼セントラルプラザ自治会さま ○未使用衣類・・・・・・・・・・・・・・下野郷の大友さま
○洗剤セット・・・・・・・・・・・・・・相の原の田所さま
・・・・・・・・・桑原の島貫さま
○おもちゃ・・・・・・・・・・・・・・・下野郷の泉田さま

※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。

