おしらせ
おしらせ

介護予防

脳トレウォーキング！

大崎市社会福祉協議会岩出山支所だより

２０２1

正しい姿勢で歩きながら、認知機能も鍛えましょう！
★ウォーキングなどの有酸素運動は、
脳の血流をよくする効果があります。
★歩きながら○○することは、２つの
ことを同時に行う、
「注意分割力」を使い
運動しながら脳を刺激
しています！
歩きが不安定な方はご注意ください。

おしらせ

ご寄附

ご寄附ありがとうございます

（発 行）
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大崎市社会福祉協議会岩出山支所

【物の名前あつめ(同じテーマの物)】

〒989-6434

できるだけ多く関連する名前を出しましょう！

例 ①野菜の名前(にんじん・じゃがいも・なす…)
②動物

～ コロナに負けない
おしらせ

③花

あったかいまち

いわでやま ～

大崎市岩出山字下川原町１００番地８
０２２９－７２－５０５０
０２２９－７２－５０５７

共同募金

④国名 など

大切な

にご協力をお願いします

おしらせ

“税制優遇措置”

について

お気軽にご相談ください！
●福祉分野の総合相談窓口
玉造地域包括支援センター
TEL 72－4888
●介護サービスへ繋ぐ架け橋
あったか村居宅介護支援事業所
TEL 72－4865

▲事故防止マスコット (玉造地区交通安全協会様)

令和３年度 目標額

２，００６，０００円
期間：１０月１日～１２月３１日

赤い羽根共同募金は、地域の
福祉を応援するためにあらか
じめ配分計画を立てて目標額
を決定しています。

岩出山支所では地域の皆様からお預かりした赤い羽根共同募金を財源に、
様々な地域福祉事業に取り組んでいます。

地域の福祉力向上

ボランティアの育成

地域の支えあい構築

（福祉出前講座 等）

（GAKUVOLA おおさき事業 等）

（地域ふれあい交流事業 等）

街頭募金運動を実施予定！
運動期間中、街頭募金運動を予定
しています。温かいご協力をお願いし
ます。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響
で中止となる場合がございます。

●通いながら楽しく健康増進！
「防止」と「帽子」をかけた
アイディアが素敵です！

10 月号

社会福祉法人

本会への寄附及び特別会費が、税制優遇措置
令和３年 7 月１6 日～９月１５日受付分(順不同)
の対象となり、８月６日以降の寄附等から所得
税、法人税、住民税において、控除を受けること
【寄附】
が可能となりました。寄附者及び特別会費納入
・匿名 様 30,000 円
者の方が税額控除を選択した場合、領収書と、税
※長年にわたり、社協の地域福祉事業に
額控除対象法人である証明書の写しが必要とな
対して継続的な寄附をいただいております。
ります。税額控除対象法人である証明書の写し
に関しましては、ホームページ上に PDF を貼り
付けしておりますので、
【物品寄附】
印刷してご使用ください。
・金井 治夫 様 赤外線温度計
窓口でも発行いたします。
・大江 満隆 様 肌着, 浴衣 等 99 種類,
大崎市社協 HP はこちら
計 300 点
・氏家 隆 様
リハビリパンツ, 紙おむつ
・玉造地区交通安全協会女性部長
佐藤 よし子 様
事故防止マスコット(手作り)

令和３年

あったか村デイサービスセンター
TEL 72－5051
令和元年度街頭募
金運動の様子

「赤い羽根」募金箱を設置しています！
多くの方に「赤い羽根」の運動を知っていただく
ため、公共施設等のご協力のもと、募金箱を設置し
ています。運動の趣旨である「
」に共感をいただき、
多くの皆様の温かい募金のご協力
をお願いします。
募金箱設置にご協力いただける店舗や企業等が
ありましたら、大崎市共同募金委員会岩出山支所
（72-5050）までご連絡ください！

－ あったか新聞は、岩出山地域の皆様から寄せられた社協会費の一部を活用し発行しています －

報告

出前講座

報告

学ボラ

福祉の学びサポート事業

岩高ボラ部今年も活躍中!

福祉出前講座を実施しました！

～会えなくても学生の思い伝わりますように～

７月１８日（日） 一の坪お茶っこ飲み会が
創作割烹 水月を会場に開催されました。新型
コロナウイルス感染拡大の影響で中止が続き、
久しぶりの再会に、喜ぶ姿が見られました。
社協は介護予防の講話とレクリエーション
で参加し、楽しい学びの時間とすることができ
ました。
おしらせ

共同募金

御礼

報告

社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会(岩出山地域)

特別会員のご紹介
令和３年８月１日～令和３年８月３１日現在（敬称略・順不同）

GAKUVOLA おおさき
事業の一環で、今年度も
岩出山高校ボランティア部の皆さんにお手伝
いをいただいています。今回は、あったか村デ
イサービスセンター夏祭りの装飾「ミニ吹き
流し」を作ってくれました！色とりどりの吹
き流しがとてもきれいでした！

令和３年豪雨災害義援金の募集について

現在下記の地域に対する義援金を募集しております。皆様のご協力をお願いいたします。

【各都道府県共同募金会取扱い】
①「長崎県令和３年８月大雨災害義援金」
②「令和３年８月佐賀県豪雨災害義援金」
③「令和３年８月大雨災害青森県義援金」
④「令和３年８月福岡県豪雨災害義援金」
⑤「令和３年８月広島県大雨災害義援金」
⑥「令和３年８月大雨災害義援金（長野県）」

【中央共同募金会取扱い】
「令和３年大雨災害義援金」

大崎市共同募金委員会岩出山支所
(社会福祉協議会岩出山支所内)に
募金箱を設置しております！

１万円

３千円

株式会社大崎防災
スカイアート ダンスアカデミー
株式会社リフレッシュかむろ
実相寺
護勢寺

祥光寺
株式会社マルビシ高圧
日富見家
ツルミヤ薬局

有限会社ジャンボン・メゾン
青木工務店
(株)ヒシヌマ
(有)皆川新聞店

八幡神社
有限会社白井建築
池松不動産
ジャパンサイクル株式会社
前原歯科クリニック
株式会社池月道の駅

村上動物病院
(有)荒谷商会
有限会社石野商店
荻野商会
花真
株式会社ブレストシーブ
特別養護老人ホーム岩出の郷
東北舗道建設株式会社
スーパーセンタートラスト

森皮膚科医院
イセファーム東北株式会社
みちのくミルク株式会社
菅股美容院
ひさご菓子店

真昌寺

有限会社奥羽重機工業
有限会社石井土木
岩島写真館

有限会社スペーストライ
株式会社菊地自動車整備工場
石崎屋
有限会社笠原鉄工所
株式会社七十七銀行岩出山支店

紅葉軒
有限会社中鉢
有限会社新栄建設
有限会社真山機械
(株)小野寺設備工業

５千円

特別会費のご協力ありがとうございます

岩出山店
有限会社ニシマキパピルス

２千円
岩出山ガス(株)
(株)小野寺商店
(有)イシン薬局

大崎市介護予防・日常生活支援総合事業
報告

受託事業

コロナ禍での活動を紹介します！大崎市受託事業

いきいきクラブ

玉造地域包括支援センターの

ひとこと掲示板

短期集中サービスモデル事業のご案内

高齢者のつどい
「足腰ぴんぴん続ける会」
活動場所：岩出山地域福祉センター
この距離を大切に！

体力測定・個別プログラム作成等 一人ひとりに
合わせて短期間で体力アップを目指します！

【通所型】 元気度アップ教室（１０月～）

【問合せ・申込】

・利用回数 全１２回（３か月間）
・実施場所 池月地区公民館
・そ の 他 送迎あり（一部地域除く）

玉造地域包括支援センター
TEL 72 - 4888

【訪問型】 リハビリのプロがご自宅に訪問！

８月は夏祭りを開催！スタッフ手作りの
射的で真剣に的を狙う姿が印象的でした！

少人数での活動ですが、広い部屋で、間隔
をあけて活動しています。(緊急事態宣言中
は活動休止しています)

・対 象 者 教室参加が難しい方
・訪問回数 全３～６回（３か月間）
※今後の感染拡大状況により、
変更となる場合がございます。

「オレンジカフェ・よってがいん通信」
現在鳴子温泉分院と
岩出山分院内にて
掲示中です！
ぜひご覧ください！

