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　平成25年度趣味の作品展示即売会は、２月８日～９日の２日間、久慈市総合福祉センターで行われま
した。久慈管内（久慈市・洋野町・野田村・普代村）の高齢者による木工・竹細工・ワラ細工・手芸な
ど自信作１,８９２点が展示・即売されました。
　会場には市内外から大勢の方が訪れ、高齢者の技術とアイディアに感嘆の声があふれていました。

趣味の作品展示即売会

技技
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会社・企業・団体等

保育園・学校等

官公署・病院・施設

職域募金　369,634円　77件

募金内訳

目標額 8,000,000円
実績額 7,926,895円

達成率 99.1％
（平成26年2月14日現在）

街頭募金活動の様子

赤い羽根 共同募金運動赤い羽根 共同募金運動
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　募金は全額県共同募金会へ送金し、平成26年度
地域福祉活動費として久慈市社会福祉協議会に
4,782,895円配分されます。

 
募金はは全額県共同募金会へ送金し 平成26年度
ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました

（敬称略・順不同）

久慈市役所職員一同 39,047円 久慈長内郵便局 700円 和光苑 5,000円
久慈警察署 5,000円 久慈湊郵便局 500円 松柏園 7,000円
久慈税務署 1,187円 小久慈郵便局 2,000円 みずき園 5,200円
久慈簡易裁判所 1,000円 侍浜郵便局 5,000円 恵水園 4,900円
県北広域振興局 19,415円 関郵便局 500円 欅の里 6,400円
久慈農業改良普及センター 499円 陸中山形郵便局 2,000円 ひばり療護園 5,000円
県北教育事務所 2,000円 久慈病院 17,221円 銀杏荘・地域生活支援センター久慈 3,980円
県北広域振興局組合 532円 久慈恵愛病院 13,941円 リハビリタウンくじ 8,601円
滝ダム管理事務所 500円 北リアス病院 15,230円 山形福祉会 5,000円
大川目郵便局 1,000円 ぎんたらす久慈 4,100円 侍浜福祉会 900円

募 金 種 別 金 額（円）
戸 別 募 金 5,296,250
法 人 募 金 1,686,000
街 頭 募 金 156,169
学 校 募 金 133,932
職 域 募 金 369,634
イ ベ ン ト 募 金 163,276
そ の 他 121,634
合　　　　計 7,926,895

いなり保育園 3,000円 幸町保育園 3,000円 久慈小学校 19,128円
宇部保育園 1,000円 平山保育園 1,500円 久慈湊小学校 1,650円
大川目保育園 2,150円 畑田保育園 2,400円 大川目小学校 3,000円
長内保育園 1,500円 ひばり保育園 2,300円 長内中学校 4,189円
川貫保育園 4,500円 門前保育園 3,100円 侍浜中学校 1,290円
久慈保育園 3,760円 山口保育園 1,200円 三崎中学校 1,200円
久慈湊保育園 1,600円 長内学童保育所わんぱくクラブ 2,000円 久慈東高等学校 5,452円
小袖保育園 3,000円 小久慈たんぽぽクラブ 10,000円

十文字チキンカンパニー久慈工場 29,800円 岡野木材 8,292円 東北銀行久慈支店 1,838円
デイサービスセンター楓 10,000円 大上保険事務所 1,000円 東北労働金庫久慈支店 1,000円
東北電力久慈営業所 2,170円 三陸鉄道北リアス線運行部 1,200円 みちのく銀行久慈支店 1,410円
九戸印刷 3,200円 ユニバース久慈・川崎町店 3,500円 盛岡信用金庫久慈支店 700円
久慈ダイハツ販売 5,000円 吉田産業八戸支店久慈営業所 1,200円 久慈市シルバー人材センター 500円
久慈中央商事 5,000円 ＪＲ東日本久慈駅 1,000円 ファミリーサポートおひさま 5,945円
高畑電機 3,237円 住友生命保険久慈支部 2,900円 新岩手農業協同組合 山形支所 3,000円
宮城建設 1,820円 岩手銀行久慈支店 1,300円 久慈市社会福祉協議会 9,350円

学校募金　133,932円
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法人募金 1,686,000円 190件

その他　121,634円

街頭募金　156,169円

イベント募金　163,276円

戸別募金　5,296,250円

（敬称略・順不同）

久慈高等学校 8,113円 平山小学校 11,496円
久慈中学校 10,133円 侍浜小学校 7,421円
長内中学校 9,723円 宇部小学校 11,876円
夏井中学校 1,975円 久喜小学校 7,915円
久慈小学校 9,606円 小袖小学校 788円
久慈湊小学校 5,000円 山形小学校 9,932円
長内小学校 10,707円 小国小学校 1,768円
小久慈小学校 8,223円 霜畑小学校 2,512円
大川目小学校 8,767円 来内小学校 7,977円

ふれあい福祉まつり実行委員会 130,073円
赤い羽根チャリティーパークゴルフ大会 33,203円

宮城建設 久慈第一ホテル 馬場商店本店 大橋歯科医院 羽黒山神社
長福寺 葛巻電気 ヒカリ総合交通 小田組 八香園
北リアス病院 九戸印刷 樋口石材店 金子クリニック 繁名建設
小林外科 黒沼建築設計事務所 ファーマ・ラボ 蒲野建設 藤田皮膚科医院
十文字チキンカンパニー久慈工場 碁石商店 福寿館 上山琥珀工芸 藤森測量設計
岩城歯科医院 小久慈焼 不二タイヤ商会 神成電気商会 プランタンいずみ
おのでら耳鼻咽喉科クリニック 小山組 藤森久慈店 久慈建設 ホリコシ
かわさき栄食 斎藤内科 普代貨物自動車工業 久慈自動車整備協業組合 丸一青果店
慈光寺 嵯峨自動車商会 プレステック 久慈商店 マルサ嵯峨商店
長泉寺 佐幸本店 ヘイハン印刷 久慈市冷凍水産加工業協同組合 丸巳屋
北星鉱業 ささき獣医科医院 北桜堂新社 久慈新港運輸 八重樫歯科医院
ユウエンタープライズ 下舘建設 細谷地 久慈スズキ自動車販売 やまぐち歯科医院
朝日 下山鉄工 ホテルみちのく 久慈電業 ヤマノ機工
一沢コンクリート工業 ジュークス マルニ印刷 久慈物産市場 うじょう歯科クリニック
一誠堂 白岩小児科医院 三河交通観光 黒沼正雄 司法書士事務所 及川薬局田屋町店
稲荷神社 新岩手農業協同組合久慈中央支所 みかわや製菓 こばやし歯科クリニック オヤマダエンジニアリング
岩崎久司法書士事務所 新田組 みどり薬局 佐佐木設計 北日本油設
岩手モリヤ スズマ測量設計 宮沢歯科医院 沢菊 久慈琥珀
岩本歯科医院 諏訪神社 メディカルサービス久慈 澤里教材 久慈歯科医院
宇宙センター 関合歯科クリニック 盛岡東京電波久慈工場 サンエイアルミ 久慈葬儀店
おおさわ内科・胃腸科医院 第一石油 谷地林業 自動車販売カーボーイ 五林モータース
大槻石材店 大神宮 ヤマイチ しろと内科循環器科クリニック 司法書士宇部善朗事務所
大畑建築設計 高畑電機 山口建設 正洸運輸 高橋治巳税理士事務所
大宮 竹下産婦人科医院 山口八幡宮 関上こどもクリニック 玉屋眼鏡店久慈店
金子ディーゼル商会 ダスキン久慈 米内造園 セコム久慈事務所 根井建設
兼田建設 巽山稲荷神社 リカーフーズきちや ダイヤ ひまわり生花店
カネヨシ水道工業所 ちだ医院 陸中観光 竹花建設 街の駅・久慈
菊屋薬局 茶畑亘 税理士事務所 リンザイ 竹屋製菓 やました陶器店
木地谷板金 中央介護センター レーベルホーム 田高組 ユアテック
共進設備 テクノ ローゼット 田高自動車整備工場 ヨシウ
協同組合久慈ポイントカード会 外里文人 税理士事務所 和久喜美男税理士事務所 辰巳 米内石材店
久慈衛生社 鳥谷医院 岩瀬張建設 千草 リアス土地
久慈貨物運送 中省商店 岩花機械 千代田工販 岩手県久慈地区生コンクリート協同組合
久慈眼科クリニック 中塚工務店 岩山義克司法書士事務所 つしま 長内健一建築設計事務所
久慈グランドホテル 中村家具店 インテリア仙台 寺岡ファシリティーズ岩手 高常建設
久慈恵愛病院 野場造花仏具店 ウエヤマ水道工業 とみや商店 長内歯科医院
久慈広告社 畑田建設工業 宇部煎餅店 トモエタクシー サンケア薬局
久慈市漁業協同組合 八戸缶詰久慈工場 おおさわ歯科クリニック 中健 ファミリー薬局

９．８ ふれあい福祉まつり実行委員会
10．３ 久慈市共同募金委員会
10．８ 久慈ライオンズクラブ
10．12 アクセシブル久慈
10．18 こぶしの会
10．19 国際ソロプチミスト久慈
10．23 久慈青年会議所

道合　金吾 6,166円
小川　勝雄 5,000円
匿名 1,000円
つどいの広場おもちゃマーケット 15,420円
つどいの広場フリーマーケット 4,200円
久慈ロータリークラブ 10,300円
久慈市地域女性団体連合会 10,000円
ぶんどうめの会 3,000円
募金箱30ヶ所 37,409円
赤い羽根募金自動販売機 29,133円
預金利息 6円

地区名 金額（円） 世帯数 地区名 金額（円） 世帯数
久   慈 1,894,500 3,809 宇   部 502,000 1,003
長   内 647,350 1,310 侍   浜 365,000 730
小久慈 551,900 1,118 山   根 82,000 163
大川目 414,500 829 山　形 448,500 896
夏   井 390,500 779 合   計 5,296,250 10,637
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募金
実績額 4,351,455円

（平成26年2月14日現在）

歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動
　「みんなでささえあうあったかい地域づくり」をスローガンに実施した歳末たすけあい運動は、地域
のみなさまから、たくさんの善意をお寄せいただき、870名の方々を激励することができました。
　みなさまのご協力に深く感謝申し上げます。
　なお、共募運営費に220,000円、残額216,455円は、平成26年度久慈市社会福祉協議会の地域福祉
活動費として還元されます。

 

募金
ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました

平成25年度

戸別募金　3,283,800円

事業収入　335,205円

配分　3,915,000円

篤志募金　732,450円　24件
会社・企業・団体等

個　人

山形小学校のみなさんは歳末たすけあいチャリティ演芸会
でもち米を販売し歳末募金に寄付してくれました。

歳末たすけあい芸能大会みずき園によるダンス「Weeeek!」

（敬称略・順不同）

◇要介護高齢者 49人 220,500円
◇一人暮らし高齢者 458人 2,061,000円
◇身障１級・２級 201人 904,500円
◇知的障害者 82人 369,000円
◇精神障害者 80人 360,000円

合 　　  計 870人 3,915,000円

地 区 名 　金　　額（円） 世 帯 数
久　 慈 1,248,750 4,139
長 　 内 403,100 1,321
小 久 慈 321,850 1,081
大 川 目 248,700 827
夏 　 井 229,700 763
宇 　 部 297,600 992
侍 　 浜 221,700 739
山 　 根 49,100 164
山 　 形 263,300 877
合　　計 3,283,800 10,903

匿名 23,000円
匿名 10,000円
及川　忠則 10,000円
梶谷　裕子 6,000円
泉田　庄吉 3,000円
匿名 1,000円

歳末たすけあい芸能大会 335,205円

日本地下石油備蓄 久慈事業所 119,220円
国際ソロプチミスト久慈 100,000円
宮城建設 100,000円
絵手紙カレンダー愛好会　代表　高谷淳子 63,200円
門前保育園 31,000円
バプテスト教会 21,678円
賀口部品商会 14,663円
久慈東高等学校PTA 10,000円
久慈湊十日会 10,000円
久慈ミルクセンター 10,000円
ボランティアサークルホットタウン 15,000円
橋爪商事久慈支店社員一同 7,000円
宇部地区老人クラブ連合会 5,000円
小久慈まちづくり協議会 3,776円
久慈地区母親連絡会 3,000円
恵水園利用者家族会 2,000円
歳末たすけあいチャリティ演芸会 155,491円
久慈市社会福祉協議会 8,422円



　地域の中で集まり、楽しくたぐきりする「ふれあいサロン」は
市内に92カ所あります。
　１月17日、サロン活動を行っている方などを対象に「ふれあ
いサロンの集い」を開催し、43名の参加をいただきました。
　岩手県レクリエーション協会副会長の小島勝子氏をお招きし、
「脳から若がえろう！　～気軽にできるレク体操～」と題してレ
クリエーションを通して脳を活性化する方法を学びました。また、
グループ交流会では、日頃のサロン活動で感じていること、サロ
ンを盛り上げる工夫などについてグループごとに情報交換を行い
ました。

５ 社協だより

脳から若返ろう！ふれあいサロンの集い開催

　昨年11月にフィリピン中部を襲った台風30
号は、フィリピン国内に甚大な被害をもたらし、
1,600万人もの方が被災されました。
　12月15日、久慈市ボランティア連絡協議会
はフィリピン台風災害への救援金を街頭で呼
びかけ、多くの方からご協力をいただきました。
　寄せられた募金（全額）は、日本赤十字社
久慈市地区を通じて日本赤十字社に寄付いた
しました。ご協力くださった皆様、ありがと
うございました。

　２月15日から16日にかけて大量の雪が降り積もりました。17日
の朝から自分で雪かきができない、親族や隣近所の方にも頼めない
一人暮らし高齢者等の方から「家の中から出られない」「屋根のつ
ららが窓を壊しそうだ」といった電話が多数あり、あんしんサポー
ト事業に登録いただいている協力会員の皆さんに駆けつけてもらい、
雪かきの支援を行いました。しかし、雪の量も多く、協力会員も限
られているため、通路など最低限の範囲での対応となりました。
　例年、３月には大雪があります。少しの時間でも構いませんので、
「雪かき」のお手伝いをしてくださる方を募集しています。ぜひ、
社協にご連絡をお願いします。

フィリピン台風災害街頭募金　募金額103,741円

「雪かき」ボランティアを募集します！
２月15日
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のご案内内内活復興支援のご案生活復興支援生生活復興支援のご案内内生活復興支生活復興支援のご案内生活復興支援のご案内
■生活復興支援資金の貸付
　　被災した所得が少ない世帯が対象で、住居の移転費、家具什器・
　自動車購入等に必要な経費、住宅補修等に必要な経費の貸付です。
■ボランティアの派遣（ボランティア活動センター）
　　ボランティアが引っ越しや掃除などのお手伝いをします。
■生活支援相談員による訪問とサロン活動
　○訪問活動
　　　相談員が被災された世帯を訪問して、体調の変化や心配ごとなどをお伺いしています。
　○サロン活動
　　　心のケアを目的としたサロンを開催しています。
　　①被災地区でのサロン活動
　　　開催地区：湊町上、湊町中下、元木沢、二子、玉の脇、
　　　　　　　　夏井駅前・大湊、半崎、久喜、小袖、幸町（応急仮設住宅）　
　　　　　　　　※地域の回覧板などでご案内しています。
　　②サロンここから　
　　　開催日：３／４・７・11・14・18・25・28
　　　　　　　４月以降の開催日については、久慈市保健推進課（☎61－3315）へ。
　　　場　所：久慈市こころとからだの相談センター（久慈市保健センター）
お問い合わせは社協までお気軽にご連絡ください。　☎53－3380

総合支援資金
　失業や収入の減少により、世帯の生活
の維持ができなくなった等、生活の立て
直しのための貸付資金です。

　所得が少ない世帯、障がい者がいる世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、社協が窓□となって無利
子または低利子（年1.5％）で資金をお貸しします。

不動産担保型　生活資金　
　今お住まいの居住用不動産を担保とし
た生活費の貸付資金です。
※高齢者世帯が対象です

生活支援費…生活再建までの間に必要な生活費用（二人以上
　　　　　　一月20万円以内、単身一月15万円以内）
一時生活再建費…生活を再建するために一時的に必要かつ日常生
　　　　　　活費で賄うことが困難である費用（60万円以内）

　就職するまでの生活費が足りない。住宅の賃貸契約の費用
が足りない。など

福祉資金　緊急小口資金
　緊急的かつ一時的に世帯の生計維持が
困難となる場合の貸付資金です。
（10万円以内）

　医療費または介護費など、臨時の生活費が足りない。火災
等の被災によって生活費が必要。など

教育支援資金
　高校、大学、短大、専門学校への就学
に際し、入学金・制服等の就学経費と、
授業料・通学定期代等の修学経費の貸付
資金です。

教育支援費…高等学校、大学等の授業料や修学に必要な経費
　　　　　　（高等学校…月額３万５千円以内、大学…月額
　　　　　　６万５千円以内）
就学支度費…高等学校、大学等への入学に際し必要な経費（貸
　　　　　　付限度額50万円以内）

福祉資金　福祉費
　福祉機器の購入や、商売・結婚・出産・
葬儀・引越・住宅改修等の経費、また日
常生活上一時的に必要な経費等の貸付資
金です。
※貸付限度額については､お問い合わせください。

　商売を始めたい。技能資格をとりたい。結婚・出産・葬儀
の費用が足りない。引越の費用が足りない。住宅の増築、改
修、補修等に必要な経費。医療費が足りない。など

借入ケース例

借入ケース例

借入ケース例

■「連帯保証人」が必要です。ただし、連帯保証人を立てら
　れない場合でもご利用できますが、利子が加算されます。
　（緊急小口資金・教育支援資金は、連帯保証人は不要です）
貸付限度額、返済方法は資金の種類によって異なりますので、
詳しくは社協にお問合せください。久慈市社協　本所☎53‒3380 ・ 53‒3377／山形事務所☎72‒2800



「つどいのひろば」からのお願い

お知らせ・ご案内

　認知症の方とその介護をされている家族の皆
さんが、介護について語り合うことで、仲間づ
くりやストレスを解消する集まりです。参加費
は無料です。お気軽にご参加ください。
◇日　時　３月14日（金）・５月９日（金）
　　　　　13時30分～15時30分
◇場　所　元気の泉
◇問合せ　世話人　川向幸子　☎72－2159

　福祉の村には、4月下旬から5月にかけて100
匹以上の鯉のぼりが掲揚されます。
　毎年、元気に泳ぐ「鯉のぼり」ですが、強風
で傷み、鯉のぼりが不足しています。
　寄贈していただける鯉のぼりがありましたら、
ご連絡をお願いします。

連絡先　社協　☎53－3380

認知症の人と家族のつどい

「鯉のぼり」お譲りください

一人で悩んでいませんか？
本人も家族も不安な日々を過ごしていると思います。

・絵本読み聞かせ「よんで！よんで！！」
　３／７（金）・４／４（金）・５／２（金）・６／６（金）
・スマイル子育て相談会
　３／20（木）・４／ 11（金）・５／９（金）・６／ 13（金）
・親子あそびの講習会「SUNSUNひろば」
　３／ 14（金）・４／ 18（金）・５／ 16（金）・６／ 20（金）
・まちの保健室（健康相談）
　３／８（土）・４／ 18（金）・５／８（木）・６／８（日）
◇時　間　いずれも10時30分～
　　　　　（まちの保健室のみ10時～）
※行事予定は変更になる場合がありますので、ご確認をお願いします。

　ご家庭で使用しなくなったおもちゃがありま
したら、ご寄付ください。おもちゃのリサイク
ルを目的とした、つどいの広場主催の「おもちゃ
マーケット」で皆さまに安価で販売する予定です。
　なお、勝手ながらぬいぐるみ、絵本はご遠慮さ
せていただきます。
◇連絡先　しあわせSUN　☎61－3933

　　　　　　　※火曜日は休みです

「しあわせSUN」
つどいのひろば行事予定

～おもちゃ
　　お譲りください～
～おもちゃ
　　お譲りください～
～おもちゃ
　　お譲りください～
～おもちゃ
　　お譲りください～　
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　　

７ 社協だより

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました

◆ 福祉基金
●久慈港運………………………203,200円
●賀美鉄筋工業……………………20,000円
●ボランティアサークルホットタウン　　
　……………………………………20,000円
●久慈東高等学校…………………2,280円
●趣味の作品展示即売会出品者一同　　
　……………………………………15,600円
●産業まつり出品者一同…………6,580円
●澤里聰……………………………10,000円
●田名部栄作………………………7,205円
●砂沢ヨシノ………………………2,000円
●匿名…………………………………276円
●匿名………………………………1,731円
●匿名………………………………2,000円
●匿名…………………………………290円

◆ ボランティア活動センターへの支援物資
●山口県……………………西岡好徳（竹笛）
●神奈川県……………江川福子（毛糸小物）

（平成25年12月から平成26年2月まで） （敬称略）

坂本会長に目録を渡す久慈港運グループ様
新年会でオークションを行い、益金を毎年ご寄付くださっています。

「つどいのひろば」からのお願い「つどいのひろば」からのお願い「つどいのひろば」からのお願い



社協だより ８

平成25年度地域ボランティア活動助成事業の報告平成25年度地域ボランティア活動助成事業の報告平成25年度地域ボランティア活動助成事業の報告
　社協福祉基金の運用収益を活用した地域ボランティア活動助成事業の助成を受け、地域住民の支援活
動と子ども達が参加するボランティア活動が行われました。その一部をご報告します。

　大川弁当クラブでは、大川目町森中地区の一人
暮らし高齢者と高齢者世帯27ヵ所に手作り弁当を
宅配しました。クラブの皆さんは「弁当を届けな
がら、地域の方とお話しするのがとても楽しい」

とのこと。弁当を受け
取った方は「ありがと
う」ととても喜んでい
らっしゃいました。こ
のクラブは助成事業を
実施するために今回結
成されたグループです。

地 域 住 民 を 支 援 す る 活 動

子 ど も 達 が 参 加 す る ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

手作り弁当

角柄老人クラブ 北野サロン

外屋敷町内会 畑田沢里自主防災会

　災害時の避難や町内行事等で、歩行が困難な方
を支援するためシルバーカーを整備しました。

　老人クラブと子ども達のボランティアグループ
「日廻り隊」で清掃活動と交流会後、高齢者宅に
弁当を宅配しました。

　子ども達と高齢者が一緒に公民館の清掃、歩道
の落ち葉拾いをし、交流会後、高齢者宅に弁当を
宅配しました。

　災害時要援護者を安全かつ迅速に避難誘導する
ために車いすを整備し、訓練も実施しました。

大川弁当クラブ
。

地域の方と

手作り弁当

畑田


