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障がい者雇用優良事業所等表彰、全老連会長表彰ほか………２ページ
久慈市社会福祉大会………………………………………………３ページ
平成26年度福祉作文コンクール優秀作紹介……………………４〜６ページ
県老人クラブ大会、車いす寄贈…………………………………７ページ
お知らせ・ご案内…………………………………………………８〜９ページ
歳末たすけあい運動、生活福祉資金……………………………10ページ

で
話
手

話

…
ら
た
せ

手話入門教室
手話入門教室は10月9日〜11月6日までの毎週木曜日、久慈市総合
福祉センターにて開催されました。今年度は14名が受講し、手話を
使っての挨拶、自己紹介などのコミュニケーション方法のほか、耳の
しくみや聴覚障がい者の生活、福祉制度などについて学びました。
講師を務めた「手話サークル輪っこの会」は、毎週木曜日18時30
分から中央公民館において、手話や聴覚障がい者についての理解者を
地域の中に広げていくことを目標に活動しています。

久慈市社協ホームページ http://www.kuji-shakyo.jp
E-mail info@kuji-shakyo.jp
この広報紙は共同募金配分金の一部をあてて発行しています

平成 年度

歩

回全国老人クラブ大

第

回

岩手県老人クラブ大会
月 日開催の﹁第 回岩手県老人クラブ大

山口安太郎

︵敬称略︶

髙田 清一

小田 ナミ

大川目ろばた会
細野老人クラブ

受賞にあたり一言… 「思いがけない受賞で大変うれしく思
います。大変な仕事ですが、これからも頑張っていきます。」

平成７年に岩手モリヤ㈱へ入社︒縫製の仕事を担
当し︑現在は製品の良し悪しを左右するミシン工程
︵服作りの最終段階︶を任されています︒技術力の
高さと仕事のスピードは他の社員の模範となってお
り︑自分に厳しく人並み以上に努力する姿勢が評価
され今回の表彰に至りました︒
聴覚の障がいに負けず︑明るい性格で同僚など周
囲から慕われる森岩さんです︒

受賞者紹介

門前老人クラブ

上長内老人クラブ

︹優良単位老人クラブ︺

砂沢 里一

︹老人クラブ育成指導功労者︺

◇会員表彰

︹老人クラブ育成功労者︺

◇一般表彰

岩手県老人クラブ連合会長表彰

に貢献された次の方々が表彰されました︒

会﹂において︑多年にわたり高齢者福祉の増進

10

障がい者雇用優良事業所等表彰
障がい者の雇用促進に積極的に協力し︑職業
的自立と安定に取り組んでいる事業所と旺盛な

森岩

︵敬称略︶

勤労意欲をもって仕事に励む障がい者として次
の方々が表彰されました︒
厚生労働大臣表彰
◇優秀勤労障害者
岩手県知事表彰
◇障がい者雇用優良事業所

回

社会福祉法人 修倫会

第

日開催の﹁第

回岩手県社会福祉大

岩手県知事表彰
◇社会福祉団体の役員
宮澤 憲司
◇民生委員・児童委員
山舘 陽一
◇社会福祉施設長又は従事者
松原たえこ
宮澤 孝子
大内田敦子
◇社会奉仕功労者
川代 由勝
岩手県知事感謝状
◇在宅介護者
外野ミツヱ
岩手県社会福祉大会長表彰
◇社会福祉事業功労者
︹社会福祉団体役職員︺
村田 東助
︹民生委員・児童委員︺
大沢つね子
小野寺久子
三河えり子
稲村 良子
︹民間社会福祉施設役職員︺
梶谷 勝蔵
◇ボランティア活動功労団体
Dreamsブロッコリー
長内学童保育所わんぱくクラブ
久慈かたくりの会
◇共同募金運動功労団体
久慈市華道協会
アクセシブル久慈
◇永年勤続功労者
谷地 忠人
小澤 拓也
下舘 正則
橋上 祥子
新里 宜彦
橋本 弘文
佐藤ちや子
岩手県社会福祉大会長褒賞
◇在宅介護者
神谷 勝子
中塚 良枝
外舘 昭八
五林 ナミ
茅森 クニ
ほか１名
岩手県民生児童委員協議会長表彰
◇永年勤続民生委員・児童委員
三河 サト
大橋 泰子
馬内弥太郎
藤井正太郎
澤山 一實
久慈 匡弘
伊藤 惠子
小野寺 裕
桜庭
明
鳥谷峯道子
大下 成子
大西 末子
優秀勤労障害者として厚生
労働大臣表彰を受賞した

全国老人クラブ大会
月

会﹂において︑多年にわたり老人クラブ活動の
推進とその育成発展に尽力された戸﨑武文様が
全国老人クラブ連合会長表彰を受賞されました︒
戸﨑様は平成 年の老人クラブ入会以来︑山形
村老連会長︑久慈市老連副会長︑県老連評議員
を歴任され︑現在も山形町関老人クラブで元気
に活動されています︒

第 回

日開催の﹁第

岩手県社会福祉大会
月

会﹂において︑多年にわたり社会福祉の増進に
貢献された次の方々が表彰されました︒
︵敬称略︶

久慈市社会福祉協議会長表彰

優希

◇社会福祉事業功労者

歩さん
森岩

45

作〕 大川目中学校３年 佐々木玲桜

︹社会福祉団体役員︺

〔準優秀作〕 大川目中学校３年 南山

光夫

萌生

成田

〔準優秀作〕 小国小学校３年 菊池

五日市一郎

〔優 秀 作〕 大川目中学校３年 田子内

平成 年 度

久慈市社会 福 祉 大 会
サト

︹民間社会福祉施設役職員︺
政勝

◇ボランティア活動功労者・団体
田名部栄作
山根町スノーバスターズ

〔佳

作〕 久慈東高校２年 中居

︹民生委員・児童委員︺
三河

澤山

一實

大橋 泰子

日︑

平成 年度久慈市社会福祉大会は︑ 月

成子

小野寺

大下

藤井正太郎

裕

久慈市総合福祉センターで行われました︒大会

貴一

末子
水上

大西
平谷

久慈ちづ子

明

外舘吉右衛門

平谷のり子

長谷地繁夫

桜庭

生きがいを持って生活できる地域社会﹂を実現
細田 稔男

上神田克真

には福祉関係者など２７８名が集い︑﹁すべて

するために︑住民︑行政︑関係機関・団体が協
堀越 厚子

の市民が︑健康で安心して住み慣れた地域で︑

働して積極的に取り組んでいくことを確認しま
した︒
名︵団体︶と福祉作文コンクールに

式典では︑多年にわたり社会福祉の発展に貢
献された

一男

〔佳

美月

大川目読み聞かせの会・すきっぷ
髙松

上野美重子
伊川喜美子

祐依

〔審査委員会特別賞〕 長内小学校５年 佐藤

入選された児童生徒 名が表彰されました︒

韮山 正一

鹿糠ケイ子

〔準優秀作〕 久慈東高校２年 東野

璃空

◇共同募金運動功労者

りのままの今︵いのち︶を生きていこう〜﹂と

関

︵敬称略︶

〔準優秀作〕 小国小学校４年 清水畑未来

昆野

また︑式典後には︑﹁一人十色の世界観〜あ
題して︑特別養護老人ホーム光寿苑総合施設長

◇褒賞

チエ子
宇部美喜男
澤山 幸壽

利行

であり︑真宗大谷派碧祥寺住職の太田宣承氏か
らご講演いただきました︒

角

富雄
保夫

春香

星里

20

表彰を受けられた方々は︑次のとおりです︒

久慈市長表彰
良子

◇民生委員・児童委員
宅石
澤里
諏訪

武志

〔優 秀 作〕 久慈東高校２年 粒来
〔優 秀 作〕 小久慈小学校４年 大城

11
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◇社会福祉事業功労者

政男

二又

京香

作〕 長内小学校４年 小向

小久慈小学校４年

◇高等学校の部
◇小学校高学年の部

奈月
凜花

萌
〔優 秀 作〕 侍浜小学校３年 中川

43

67

45

◇中学校の部
◇小学校低学年の部

〔佳
作〕 長内小学校２年 八重樫龍平
〔佳

宇部金之蔵
工藤

正

◇広く社会に顕彰する者
大下

会場は福祉関係者などで埋め尽くされました

14

（敬称略）
（及川政己委員長）において、次のとおり入選作が決定されました。

26

43

7

67

26

10

平成26年度福祉作文コンクールは、市内小中、高等学校から44編の応募をいただき、審査委員会

14

11

26

39

久慈ライフセービングクラブ赤十字奉仕団

福祉作文コンクール入選作

11

11

太田宣承氏による記念講演

平成

年度

福祉作文コンクール
たく陽しえん学校との交流

うのペーター」などのリズムあそ
びやダンスをやっているうちに、
Ｔ君が何をしゃべりたいのか何を
やりたいのかが分かってきました。
それから、手をつないで校しゃ
見学に行きました。Ｔ君は図書室
ですきな本をゆびさして教えてく
れたりホールみたいなところでご
ろごろしたりしました。Ｔ君は、
あまり多くはしゃべらないけれど、
体で表げんするのがとくいなんだ
なと思いました。
その後、体育館にもどって大玉
ころがしをしました。Ｔ君は楽し
そうにわらいながらどんどん大玉
をころがしていきました。私は、
「まってぇ。おいつけないよう。
」
といそいであとをおいかけました。
Ｔ君は足がはやいなあと思いまし
た。
それぞれの学校の出し物も大せ
いこうでした。Ｔ君のダンスは、
一生けんめいでかわいかったです。
この交流を通して、言葉が通じ

中川

凜花

侍浜 小 学 校 三 年

「凜花ちゃあん。
」
とたく陽しえん学校のげんかんに
着くなり、Ｔ君が元気よく声をか
けて来ました。ペアの人が明るく
よんでくれたので私のきんちょう
は、どこかへふっとんでしまいま
した。
教室に行って自こしょうかいを
しました。私が話した時、ペアの
Ｔ君がうなずいて聞いてくれたの
で、また安心しました。
次に、体育館に行ってＴ君とな
らんですわりました。交流会のは
じまりです。Ｔ君は、いろいろ話
しかけて来ますが何をしゃべって
いるのか分かりませんでした。け
れども、いっしょに「あわてんぼ

二年前、私の姉が心臓の手術を
しました。この出来事を通じて感
じたことは三つあります。
一つ目は、親の存在がとても大
きいということです。手術が無事
に成功して、入院生活が始まりま
した。入院生活は、検査の日々が
続くとても辛いものだったそうで
す。でも、その辛い入院生活を支
えたものは「親の存在があったか
らだ」と言っていました。やはり、
辛い事を乗り越えるには、自分の
事を思って助けてくれる存在が必
要なことが分かりました。

田子内

萌

大川目中学校 三年

福祉に対する日本人のあり方

せで、とっても小さい幸せじゃな
いか、本当に幸せとは言えないん
じゃないかと思うようになりまし
た。自分だけが幸せになることを
がんばるんじゃなくて、家族や友
達、体が不自由な人やこまってい
る人、そういう人を助けてみんな
で大きな幸せを作ることができれ
ばいいなと思います。

のだと思います。できないことが
あっても、いっしょうけんめい努
力してできるようになったらうれ
しいのは、体が不自由な人でもそ
うじゃない人でも同じなんだと思
います。ふつうの人と同じように
できなくても幸せなんだというこ
とが分かりました。
わたしは、そういう人を進んで
助けたいと思います。そしてよろ
こんでもらえたらうれしいし、わ
たしも幸せな気持ちになれます。
やっぱり人を助けることができれ
ば助けた人の方も心が温かくなる
からです。そうやってたくさんの
人の心が温かくなって、みんなが
幸せになれたらいいなと思います。
また、しょうがいがある人を助
けるだけではなく、ふだんから周
りにいる人に、やさしく接してい
きたいです。例えば学校で友達が
こまっていたら、話を聞いて助け
てあげたいです。家族の中ではわ
たしが一番小さいけれど、家でも
母や姉がこまっていたら、自分が
できることをさがして助けてあげ
たいです。
幸せってなんだろうと考えた時、
はじめのうちは自分がやりたいこ
とができたり、楽しいことができ
たりすることだと思っていました。
でも、それだけでは自分だけが幸

優秀作紹介
り、幸せってなんだろうと改めて
考えるようになりました。
わたしは、バレーボールが大好
きです。バレーボールのスポーツ
少年団に入り、当たり前のように
好きなバレーボールをします。失
敗しても仲間に声をかけてもらっ
たり、うまくいったときはハイ
タッチをしたりして、みんなで助
け合っていくのがとても幸せを感
じるときです。バレーボールがで
きることがとても幸せです。
でも世の中には、自分より苦
しくて大変な生活をしていても、
いっしょうけんめいに生きている
人がいるということを学びまし
た。ある日とつぜん事故で目が見
えなくなり、点字が読めるように
なるまで何年も時間をかけ、読め
るようになった人の話を読みまし
た。目が見えなくなるのはとても
悲しいことだけれど、努力して点
字を読めるようになった時、その
人はとても幸せな気持ちになった

なくても目や体の表げんで分かり
合うことができるのだと思いまし
た。そして、Ｔ君は私がもってい
ないすばらしいものがあるんだな
あと思いました。だから、私たち
と同じなのだと思います。一人一
人いいところがあるのだというこ
とを私は、心にきざみました。

幸せは、自分のしたいことがで
きたり楽しいことができることだ
と今までは思っていました。でも、
総合の学習をきっかけに、その考
えは大きく変わりました。耳が聞
こえない、体が自由に動かない人
がいるということをこの学習で知

す。私が思う一番身近な保険は、
自分が病気やけがをしたときに、
保険証を病院側に出すと、七割負
担してくれるという保障制度で、
この制度により経済的に助かって
きました。姉の心臓の治療は、一
回の手術では治らないので、七割
負担してくれるだけで両親はとて
も助かったと思います。でも、世
界には、治療費を無料にする代わ
りに消費税などの税を高く取る国
があるというのを聞いたことがあ
ります。日本では治療費は全額負
担にはならないけど、税金をあま
り高くしないというやり方とどち
らが良いのか、しっかりとした答
えは探しても見つからないと思う
けど、私は治療費が無料のやり方
が良いと思います。もし、自分や
自分の周りの人が病気になったと
き、お金がないから治せないとい
うことになったら嫌だから、税を
高く払うかわりに、他の人が健康
で過ごしてくれる方が良いと思い
ました。しかし、日本の保障保険
はこれだけでなく、年金などさま
ざまあるので、日本の保険制度は
すごいなと思いました。
このように、家族や友達のこと
を思いやることができ、自分より
も周りの人たちのことを先にして
行動でき、会ったことのない他人

大城

京香

小久慈小学校 四年

幸せってなんだ

二つ目は、病院側の心のケア・
サポートが手厚いということです。
手術をすることに対して、誰でも
不安な気持ちがあると思います。
その不安な気持ちを少しでも減ら
すために、姉の好きな音楽を手術
室に流してくれたそうです。この
音楽のおかげでリラックスするこ
とができたと言っていました。ま
た、この前テレビでピアノの演奏
がある歯医者というのを見まし
た。なんでピアノの演奏をしてい
るかというと、治療の機械音をで
きるだけ小さく聞こえるようにし
て、少しでもリラックスしてもら
えるためにやっているということ
でした。患者がリラックスできる
ようにという工夫がすごいなと思
いました。他にも、姉が貧血で倒
れた時に、水があまり飲めないと
いうことで、毎日違う種類のお茶
を持ってきてくれたそうです。そ
のおかげで姉は貧血で倒れること
がなくなりました。一人の患者の
ためにここまで気を利かせること
ができる日本の人達は、とてもす
ごいなと思います。私も周りの人
達に気を利かせて行動できるよう
になりたいです。
三つ目は、保険の大切さです。
保険という存在に私たちはとても
助けられて生活していると思いま
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26

……………………………………… 7,380 円
●匿名５件 …………………………… 25,144 円

(11月19日現在)

■平成26年徳島県台風11・12号災害義援金

１件

1,000円
１件

1,000円
■平成26年広島県大雨災害義援金

４件

35,806円

１件

1,000円
■平成26年8月京都府豪雨災害義援金

と障がいを持っている人たちと向
き合うべきだと思います。
私の妹は、ダウン症を煩ってい
てもみんなと同じ人間です。先生
に「どのように接していますか。
」
と聞かれました。姉妹の間で差別
はできないし、他の障がいを持っ
た人たちとも差別はできません。
普通に妹として、妹の友だちとし
て接しています。私の身近には、
妹を通してたくさんの障がいを
持った人たちがいます。小学校の
頃よりも関わることが増えてきて、
もっと大切にしようと思いました。
障がいを持った人たちは、自分た
ちよりも遥かに器用で、自分たち
では作れないようなものを皆で作
り文化祭で販売したりプレゼント
してくれたりします。また、男女
関係なく仲良くしています。そう
いう部分で私は障がい者を尊敬し
ています。自分たちにはない能力
を彼らは持っているからすごいと
思います。私は、これからも妹を
含め障がいを持った人たちを大切
にしていきたいです。日本だけで
なく世界中で、障がいを持った人
たちを大切にできる人たちが増え
ていくことを願っています。

た。

■丹波市豪雨災害義援金

の間で差別をする人が一人も居な
くなればいいと願います。
「一人
も」というのは難しいと思うけれ
ど、障がい者に悪い印象を持つ人
が少なくなれば良いと思います。
老人ホームへ行った事がありま
す。その時に、虐待を受けて施設
に入った方がいると伺い悲しい気
持ちになりました。子どもたちも
そうですが、高齢者の方々へ向け
る虐待により、辛い思いをしてい
る人たちの気持ちを考えずに行動
をしている人を見ると憤りを覚え
ます。障がい者の人たちにも感情
があります。尊厳があります。そ
れを無視し差別をしていくのはい
けないことではないでしょうか。
また、ボランティアや実際に施設
に行ったり、会ってみたりしたこ
となく口だけ良いことを言う人も
よくないと思います。実際に障が
い者の人たちとふれ合うことで今
まで持っていた「障がい」という
言葉の印象が変わってくると思い
ます。少しでも「障がい」に対し
ての違和感をなくしてほしいです。
もちろんこれは、この世に生きる
人間全てに言いたいです。先生も
政治家も外国においてもあてはま
ると思います。たとえ日本の偉い
人だとしても、
「障がい」に対し
悪い印象を持っているならばもっ

料

のことも気づかって考えることが
できる日本人は、とてもすごいと
思いました。
日本の福祉が、医療・経済共に
細やかに支援されているというこ
とは世界に誇れるものだと、姉の
手術を通して改めて実感すること
ができました。

Ჯ53-3380・53-3377

身近な障がい者 私 と 妹

悩み事・心配ごと等の相談に応じます

久慈 東 高 校 二 年

『心配ごと相談所』

春香

ての被災地開催であり、県内から874名の老
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ご協力くださった皆様、ありがとうございまし

育むことを目的に実施しています。

通じて被災地県共同募金会へ送金いたしました。

に対する理解を深めてもらい、福祉の心を

お寄せいただいた義援金は岩手県共同募金会を

車いす体験は子供達に、足の不自由な人

きました。

前講座の車いす体験で活用します。

の災害に対して、多くの方々からご協力をいただ

から車いす１台の寄贈があり、福祉教育出

今年度、日本各地で様々な被害をもたらした次

このたび「小さな親切」運動岩手県本部

〜災害義援金受入状況〜
車いすの寄贈に感謝

●ボランティアサークルホットタウン

周りの人たちには感謝の気持ちで
いっぱいです。
小学生の頃、私の友だちで妹を
馬鹿にした人がいました。その時、
とても悲しくて辛かったです。そ
れ以来、私は障がい者に対し冷た
い態度をとったり悪口を言ったり
する人全てを許せなくなりました。
高校でも、たまに障がい者の悪口
を言う人がいます。そういう人を
見ると、なぜ自分と障がい者の間
で差別をするのか疑問が残ります。
これは自分の中で一生疑問として
心の中に残ると思います。
妹は小学生の頃は影で悪口を言
われていたと思いますが、中学校
からは支援学校に通い、優しい友
達・先生に囲まれて辛いことはな
いと感じています。なぜならば、
学校から帰ってくると満面の笑み
で、学校であったことを毎日毎日
話してくれるからです。その笑顔
を見ると安心して、支援学校に入
学となって良かったと思います。
妹のクラスは二人ですが修学旅行
でも他の行事でも先生方と一緒に
楽しく毎日を送ることができてい
て良かったと思っています。
妹に限らず、笑顔を見せて楽し
んだり喜んだりする障がい者たち
の姿を見れば誰もが差別をする気
になる事はないと思います。人間

り戻そうと、岩手の老人クラブが新たな一

粒来

●産業まつり老人クラブコーナー出品者一同

私には、中学三年生の妹がいま
す。妹は、ダウン症を煩っていま
す。そのため、私と同じ中学校に
は通わず、支援学校へ元気に通っ
ています。
妹が障がいを持っていることを
知ったのは小学生の頃でした。そ
の時は、妹が障がいを持っている
という雰囲気を感じることはあり
ませんでした。知った瞬間から、
もっと妹を大切にしようと思うよ
うになりました。妹と一緒にいる
ととても楽しいし、身近にいる人
たちが、いつも妹に優しくしてく
れていてとても嬉しく思います。

相
開設日時 月曜日〜金曜日/午前9時〜午後4時 談
開設場所 福祉の村/ 久慈市総合福祉センター 無
運営に当たったのは72名の市内老人クラブ会員

守

お気軽にご利用ください
秘密厳
歩を踏み出しました。

……………………………………… 11,860 円
た。岩手県老人クラブ連合会創立50周年の

………………………西岡好徳（竹笛）
●山口県

仲間の輪で地域を支え、被災地に元気を取

◆ボランティア活動センターへの支援物資
長年培った経験・知識を活かしながら、

～
記念大会となった本大会は、震災後はじめ
人クラブ会員が参加されました。

～
………………………… 5,000 円
●久慈茶道会

45回岩手県老人クラブ大会が開催されまし

◆福祉基金
10月10日アンバーホールにおいて、第

（平成26年９月から平成26年11月まで）

岩手県老人クラブ大会

ご寄付ありがとうございました

「50 年目の第一歩」

お 知 ら せ・ ご 案 内

生活復興支援のご案内

「しあわせ S U N」
つどいのひろば行事予定

認知症の人と家族のつどい・くじ
◇日

時 １月９日（金）
１３時３０分〜１５時３０分
◇場 所 元気の泉
◇参加費 無料
◇問合せ 川向幸子 ☎７２－２１５９
ひとりで悩んでいませんか。認知症の人も家族も不
安でいっぱいです。病気のことや介護について語り合
い、人とのつながりを大切にし、一歩一歩進んでいき
世話人 川向幸子
ましょう。

・絵本読み聞かせ「よんで！よんで！！」
12／5（金）・1／16（金）・2／6（金）
・スマイル子育て相談会
12／１2（金）・1／23（金）・2／13（金）
・親子あそびの講習会「SUNSUNひろば」
12／１9（金）・1／9（金）・2／20（金）
・まちの保健室（健康相談）
12／８（月）・1／８（木）・2／8（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。

◇連絡先

しあわせSUN ☎61－3933 ※火曜日は休みです

時 ２月19日（木）13時３０分～15時
場 山形老人福祉センター
容 「転倒予防について（講話・実技）」

※セラバンドを持っている方は、ご持参ください。

◇定 員
◇参加費
◇申込み

30名程度
無料
２月12日までに社協山形事務所
☎72－2800

時 12月７日（日）
12時３０分～（開場 正午）
◇会 場 久慈市山村文化交流センター
「おらほーる」（山形町）
◇問合せ 社協山形事務所 ☎７２－２800
※入場料は無料ですが、お花（義援金）の受付を置
き、ご来場者の皆様にご協力をお願いしています。
寄せられたお花は、歳末たすけあい募金に充てられ
ます。

歳末たすけあい芸能大会

◇日

時 ３月５日（木）
10時～正午
◇会 場 山形老人福祉センター
◇内 容 「旧山形村の歴史について」
◇定 員 30名程度
◇参加費 無料
◇申込み ２月26日までに社協山形事務所
☎72－2800

◇日

時 12月14日（日）12時３０分〜

◇会

場

久慈市文化会館「アンバーホール」
大ホール（川崎町）

◇入場料

一般 500円、小中高 300円
入場券は、総合福祉センター等で販売中。

◇問合せ

社協本所

☎53－3380

◆申込み・問合せ
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○ ボランティアが引っ越しや掃除などの手伝いを
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、心配ごとなどをお伺いしています。お電話での相談はも
ちろん、ご希望に合わせて訪問いたします。
○ サロン活動
心のケアを目的としたサロンを被災地区、久慈市こころとからだの相談センターで開催し、
個別相談、語り合い、簡単な体操などを行っています。
お問い合わせは社協まで

お気軽にご連絡ください。

☎５３−３３８０

【河北地区学級】
◇日

時

1月20日(火)
13時30分～

◇会

場

◇内

容

中央公民館

「高齢者に多い消費者トラブル」
◇参加費

無料

◇定

50名

員

久慈市共同募金委員会では、住民参加によるコミュニティづくりの推進を目的に、
「誰もが安心して暮
らせる福祉のまちづくり」活動を支援するため、住民を対象として行う地域での福祉活動に助成します。
平成２６年度は、３団体に総額３０万円を助成し、地域での福祉活動を支援しております。
実
対
対
助
応

施期
象団
象経
成
募方

間：平成２７年度
体：ボランティア団体、ＮＰＯ法人、町内会等の住民グループ
費：住民を対象として行う地域での福祉活動に要する経費
額：１〜１０万円（千円単位：助成総額３０万円）
法：助成事業申請書に次の書類を添付し、久慈市共同募金委員会に提出してください。申請書は、
総合福祉センターで配布するほか、久慈市社協ホームページからダウンロードできます。
（１）団体の活動がわかる資料（総会資料、会報等）
（２）その他特に必要とする資料
応募受付期間：平成２６年１２月１日〜平成２７年１月１５日
助 成 決 定：平成２７年４月
問い合わせ先：久慈市共同募金委員会

〒０２８−００１４ 久慈市旭町７−１２７−３ 久慈市総合福祉センター内
☎５３−３３７７ ＦＡＸ５２−７７１５

※益金は、歳末たすけあい募金に充てられます。

高齢者講座 「白樺大学」 のご案内
◇日 時 12月12日(金)
午前の部
9時30分～
午後の部 13時30分～
◇会 場 長内公民館
◇内 容 「しめ飾り講習会」
◇参加費 材料代 500円
（当日徴収）
◇定 員 午前・午後各25名

○ 被災した所得が少ない世帯が対象
で、住居の移転費、家具什器等購入
に必要な経費の貸付です。

歳末たすけあいチャリティ演芸会

生きがいづくり教室

【長内地区学級】

■ボランティアの派遣（ボランティア活動センター）

◇日

健康づくり教室
◇日
◇会
◇内

■生活復興支援資金の貸付

【閉講式・全体学習会】
◇日 時 ２月27日(金)
閉 講 式
9時30分～
全体学習会 10時～
◇会 場 山形老人福祉センター
◇内 容 「健康講演会（仮称）」
◇講 師 県立久慈病院医師（予定）
◇参加費 無料
◇定 員 100名

各講座１週間前までに社協本所☎53－3380又は社協山形事務所☎72－2800

「年末年始の休館日」のお知らせ
福祉の村各施設・山形老人福祉セン
ター・ふくしサロン「 しあわせＳＵＮ」
は、次の期間、休館いたします。

１月４日（日）１０時 〜１８時まで温水プールを無
料開放しますので、
「初泳ぎ」をお楽しみください。
温かい「おしるこ」を準備してお待ちしております。

１２月２９日（月）〜１月３日（土）
【 問い合わせ 】
・久慈市総合福祉センター
☎５３−３３７７
・屋内温水プール
☎５３−９２９２
・山形老人福祉センター
☎７２−２８００
・ふくしサロン「しあわせＳＵＮ」☎６１−３９３３

餅つきは１０：３０〜、１３：００〜
【問い合わせ】 福祉の村屋内温水プール ☎５３−９２９２
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しあわせＳＵＮ

歳末たすけあい運動にご協力をお願いいたします !
今年も12月１日から12月31日まで『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「歳末たすけあい運動」が全国一斉に行われます。
戸別募金につきまして、奉仕者（行政連絡区長さん）を通じお願いいたしますので、１世帯300円を
目安としてご協力をお願いします。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
また、例年、職場・学校・グループ等からも広くご協力をいただいております。今年もよろしくお願い
いたします。

みなさまから寄せられた募金は次の方々に激励金としてお届けいたします !
2014.12
No.35

００１４
久慈市旭町７
１２７ ３

久慈市社会福祉協議会

−

発行／社会福祉法人

−

〠０２０

−

◇ 寝たきりまたは日常的に介護を必要とするお年寄り（65歳以上）
◇ 一人暮らしのお年寄り（75歳以上） ◇身体障がい（児）者1級・2級の方
◇精神障がい者1級・2級の方
◇ 知的障がい（児）者の方
昨年度は4,351,455円の募金が寄せられ870名の方々を激励するこ
とが出来ました。今年もご協力をお願いいたします。対象者の調
査は地域の民生委員さんにお願いしておりますが、いずれも所得
が少ない世帯が対象となります。（※生活保護世帯は対象外とな
ります。）
募金は久慈市共同募金委員会（久慈市総合福祉センターまたは
山形老人福祉センター内）で受け付けています。

●久慈市総合福祉センター
☎５３−３３７７
●山形老人福祉センター
☎７２−２８００

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、社協が窓口
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。

ＴＥＬ ０１９４ ３３８０

総合支援資金

福祉資金

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。

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。

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−月
20万円以内、単身−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）
借入ケース例

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

ＦＡＸ
借入ケース例

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）

７７１５

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

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

久慈市社協

本所☎ 53-3380 ／山形事務所☎ 72-2800

福祉費

※貸付限度額については、お問い合わせください。
借入ケース例

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

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）

■「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。
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