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サロン栄町
地域の中でご近所同士が集まり、「お茶飲み」や
「おしゃべり」などを気軽に楽しみながら交流する
『ふれあいサロン』。市内では 94 ヵ所（11 月末現在）
で開催されています。参加者の皆さんは、サロンが
ある日をとても楽しみにしているようです。
誰でも気軽に参加できる『ふれあいサロン』に、
足を運んでみてはいかがでしょうか。

岩瀬張かたくりの会

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

第

回

日開催の「第

回全国老人クラブ大

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への尽力により、久慈市老
連会長の村田東助様が全国老人クラブ連合会長
表彰を受賞されました。村田様は県老連副会長

〔在宅援護従事者〕
◇ボランティア活動功労団体
山根町スノーバスターズ

中屋敷

進

石羽根孝志
石羽根亮子

谷地

伊藤

力夫

惠子

大川目読み聞かせの会・すきっぷ
忠藏

◇共同募金運動功労者
工藤

回

◇永年勤続功労者

第

愛翔

も務められるなど、高齢者福祉発展のため精力

作〕 小久慈小学校４年 坂本

的に活動されています。

〔佳

岩手県老人クラブ大会

彩朝

回

作〕 長内小学校４年 分道

月８日開催の「第 回岩手県老人クラブ

〔佳

大会」において、多年にわたり高齢者福祉の

力貴

増進に貢献された次の方々が表彰されました。

〔準優秀作〕 小国小学校６年 下國

回岩手県社会福祉大

勇

（敬称略）

鹿糠

岩手県老人クラブ連合会長表彰
◇一般表彰

孝嘉

田河原 和
内村 睦美
播磨 和歩
一本柳 唯

〔優 秀 作〕 小久慈小学校４年 中戸鎖寿奈

第

日開催の「第

（敬称略）

〔老人クラブ育成功労者〕
◇会員表彰
播磨

〔老人クラブ育成指導功労者〕
義美
◇団体表彰の部

澤里

由美

◇小学校高学年の部

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

関橋

白横会老人クラブ

一葉

〔準優秀作〕 小国小学校３年 宅石

貢献された次の方々が表彰されました。
岩手県知事表彰
髙畑小三郎

◇民生委員・児童委員
蒲野しず子
範子

〔優良単位老人クラブ〕

一夫

天神堂老人クラブひばり会

久慈市赤十字奉仕団

◇社会福祉施設長又は従事者
清川
◇社会奉仕功労団体
岩手県知事感謝状

田表

勝夫

畠山キエ子

立成

作〕 長内小学校１年 髙屋敷理央

〔佳

◇在宅介護者
岩手県社会福祉大会長表彰
◇社会福祉事業功労者
〔社会福祉協議会役職員〕
〔社会福祉団体役職員〕

小平澤涼華
茅森 千夏
佐々木望愛
吉田 圭吾
山田 凌大
大谷地俊哉

〔優 秀 作〕 侍浜小学校３年 大久保璃子

◇中学校の部
〔優 秀 作〕 大川目中学校３年
〔準優秀作〕 大川目中学校３年
〔佳
作〕 久慈中学校１年
〔佳
作〕 大川目中学校３年
〔佳
作〕 久慈中学校１年
〔審査委員会特別賞〕 山形中学校３年
◇高等学校の部
〔優 秀 作〕 久慈東高校２年
〔準優秀作〕 久慈東高校２年
〔佳
作〕 久慈東高校２年
〔佳
作〕 久慈東高校２年

◇小学校低学年の部

44
68

46

44

68

46

29
11

10

10
11

福祉作文コンクール入選作

平成27年度福祉作文コンクールは、市内小中、高等学校から45編の応募をいただき、審査委員会
（狩野由紀夫委員長）において、次のとおり入選作が決定されました。
（敬称略）
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平成 年度

平成 年度久慈市社会福祉大会が行われました。

月 日、久慈市総合福祉センターにおいて

久慈市
社会福祉大会

27

大会には福祉関係者など２４８名が集い、「す
べての市民が、健康で安心して住み慣れた地域
で、生きがいを持って生活を送ることができる
地域社会」を実現するために、住民、行政、関
係機関・団体が協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
入選された児童生徒 名が表彰されました。
また、式典後には、「住み慣れた場所で暮ら
し続け、豊かに暮らすための地域福祉」と題し
て、仙台白百合女子大学人間学部心理福祉学科
教授の大坂純氏からご講演をいただきました。

祥子

晴山アイ子

谷地

新里

梶谷

忠人

宜彦

勝藏

大沢つね子

（敬称略）

表彰を受けられた方々は、次のとおりです。

久慈市長表彰
◇民生委員・児童委員

橋上

拓也

◇社会福祉事業功労者
政季

小澤

細谷地諄吉
堀越

弘文

工藤
二橋

勝男
修

藤森 京子
伊藤ミワ子
日當 弥生

◇広く社会に顕彰する者
櫻庭 松美
Dreamsブロッコリー
長内学童保育所わんぱくクラブ
精神保健ボランティア風ぐるま
小久慈小学校ボランティア委員会
久慈市社会福祉協議会長表彰
◇社会福祉事業功労者
〔社会福祉団体役員〕
卯道 秀雄
戸﨑健次郎
〔民間社会福祉施設役職員〕
泉田 庄吉
中田 由紀
清水川ツマ子
吉田 静子
仲道 里美
仲道 幸子
◇共同募金運動功労者
西
政弘
七十苅良一
越戸 千江
桑畑 貞男
山王 義明
下舘
靖
◇褒賞
佐々木フク
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17

大坂純氏による記念講演

大会宣言
（案）
を朗読する久慈東高校２年 内村睦美さん

26

35

橋本

久慈市長表彰の梶谷勝藏様

11
27

え が お が 大 切

侍浜 小 学 校 三 年

大久保 璃子
「どんなお友だちができるかな。
」
拓陽しえん学校に行く前は、と
てもドキドキしました。交り�う
会をして、はじめてみんなの名前
を知れてうれしかったです。手を
つないで体育館に行って、遊んだ
りおどったりいろいろなことをし
ました。拓陽しえん学校の友だち
は、みんなやさしくて、どんどん
なかよくなっていきました。
その中で、とくになかよくなっ
た友だちがいます。
それは、
Ｒち�
んです。Ｒち�んは、えがおがス
テキで力の強い女の子です。
「な
まけんぼうのペーター」をやって
も、すぐやめて、ちがうことをす
る子だったけど、わたしは、そう
いうＲち�んのことが大好きにな
りました。話していることが、わ
からないこともあったけど、Ｒ

ち�んはいつもえがおで、わたし
に話しかけてくれたからです。だ
から、なんとなく、Ｒち�んの話
すことが分かるような気がした
し、なんだか元気が出てきたので
す。
交り�う会のさいごに、
「よさ
こいソーラン」をおどりました。
後ろの方にすわっていたＲち�ん
は、立ち上がってどんどんわたし
たちの方に、近づいてきました。
わたしたちがおどっているのを見
て、
「すごいな。
」と感じたからだ
と思います。その時も、Ｒち�ん
は、えがおでした。その時わたし
は、
とてもうれしくて、
もっともっ
とおどりたくなりました。
Ｒち�んのたんにんの先生も、
Ｒち�んが、してはいけないこと
をやっても、
こわくおこらないで、
えがおでやさしくち�う意してい
ました。えがおで話しかければ、
Ｒち�んもえがおになるんだなと
思いました。
わたしは、Ｒち�んに出会って、
えがおで話すことが大切だなと知
りました。十月には、拓陽しえん

学校のみんなが来るので、その時
は、えがおでＲち�んに話しかけ
たいです。

お母さんと話そう

小久慈小学校 四年

中戸鎖 寿奈
私のお母さんは耳が不自由で
す。私が小さい時からほち�う器
を付けて私たち家族と会話をして
います。
私は、お母さんは耳が不自由な
んだということは小さいころから
分かっていました。例えば、私が
学校と言うと、
「かっこう？かんこう？あ�、分
かった、学校ね。
」
と、三回目でようやく私が何を
言ったのか分かるのです。私は、
何で分からないんだろうといらい
らすることもありました。私は、
お父さんにたずねてみたことがあ

ります。
「お父さん、何でお母さんの耳は、
聞こえないの。
」
「小さい時に聞こえなくなったん
だよ。
」
私は、思いきってお父さんに聞き
ました。
「ねえ、お父さんはお母さんと結
こんしてうれしいの。
」
「うれしいよ。
こうやっていっし�
にくらせるからね。
」
お母さんは、
耳が不自由なのに、
なぜそう思うのだろうと、私は思
いました。友達からも、
「お母さんと話がつながらないな
んて面どうくさそうだね。
」
と言われたこともあります。
でも、私は幸せです。そう思う
きっかけがありました。私は去年
から手話を習い始めました。わけ
は、お母さんが年をとるごとに、
さらに耳が、聞こえなくなるだろ
うと言われているからです。
私は、
もしお母さんが耳が全く聞こえな
くなっても、お母さんと話せるよ
うに、少しずつでも覚えるため
に、努力をしています。手話をお
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ぼえることはかんたんではありま
せん。言葉がたくさんあって、お
ぼえるのは無理だと思ってしまう
こともあります。でも、お母さん
も手話を覚えるまで私と同じくら
い大変だったのかなと気がつきま
した。私は自分で決めました。自
分も努力してお母さんのためにも
がんばって手話をおぼえて、お母
さんをおうえんしてあげたいなと
思いました。今では、もう面どう
くさいなんて思いません。
だって、
大好きなお母さんのために役に立
つことが見つかったからです。
私は歌が大好きで歌手になりた
いと思っています。お母さんに、
自分の好きなことを手話で伝えた
くて「自分」
「歌」
「好き」という
手話を覚えました。そして、お母
さんに手話で話しかけてみまし
た。
「私、歌うことが、好き。
」
すると、お母さんが答えてくれま
した。
「どんな歌が好きなの。
」
お母さんと、初めて手話での会話
ができました。お母さんに、自分
のし�みのことを伝えることがで
きて、とてもうれしかったです。
これからも、たくさんの言葉を
手話でできるようになりたいで
す。そして、お母さんとたくさん
話していこうと思います。
バリアフリーのありがたみを感じて

涼華

大川目中学校 三年

小平澤
私は中学校に入学し、バスケ�
トボール部に入部した。先輩や同
級生の仲間達と目標達成に向け、
日々練習に励んでいた。
二〇一三年十月、私はいつもの
ように部活の練習をしていた。そ
の日は床がすべりやすくなってい
て、転ぶ人も多かった。突然「ゴ
リゴリ」という音が私の体に響き
わたって転んだ。立ち上がろうと
するのだが、足に力が入らず立ち
上がれない。心配して近寄ってき
た友達から、肩を借りてイスまで
なんとか歩いた。すぐに痛みは柔
らいだ。しかし膝がどんどん腫れ
てきて、触ると骨の感触はなかっ
た。とても不安で恐かった。
後日、
病院に行き診察を受けた。
検査を行い結果は、左前十字靭帯
損傷だった。初めは聞いたことが
なかったので
「すぐに治るだろう」
と思っていた。だが、このけがを
治すため、
私は三度の手術を行い、
リハビリを含め約一年間の療養生
活をし、三度の手術のたび車いす
や松葉杖を使った生活となったと

き、私はバリアフリーの少なさに
気づいた。まず、学校生活で最も
不便さを感じたのは、階段とトイ
レだった。車いすでは階段をのぼ
ることは出来ないし、松葉杖での
ぼるのも非常に危険だと感じた。
そんな時、階段の他に車いすや松
葉杖でものぼりやすいスロープや
エレベーターがあったら、けがな
どで不自由な生活をしている人の
負担が減ると思った。私が通って
いる中学校のトイレは、和式のも
のしかない。足をけがするとし�
がむ動作が出来なくなる人が多い
ので、とても困る。一つでもいい
から洋式のトイレがあると、とて
も便利だと思った。学校の他に
も、外出していていつもは全然気
にならないち�っとした段差も不
便だった。車いすに乗っている時
もわざわざ誰かに頼んで上げても
らわないと越えられない場所もた
くさんあった。車いすを押す側も
「大変だろうな」と感じた。
私の祖父は片足が不自由にな
り、移動を手伝って車いすを押し
たことがあった。その時段差のあ
る道で、車いすを上げるのが大変
で、看護をする人の大変さが少し
わかった気がした。やはり、けが
をしている人や体の不自由な人の
ために、なるべく段差はなくすべ
きだと思う。私はバリアフリーに

注目して町を見た時、点字ブロ�
クが結構壊れているのに気付い
た。小学校の頃に授業で、目隠し
をし、白杖を持って一人だけで校
舎内を歩いたことがある。頼りに
するべき点字ブロ�クが無かった
からか、方向感覚を失い、行きた
い所と別の方向に歩いていた。こ
れが本当の道路だと思うと恐怖を
感じた。視覚障がい者の事故を減
らすために、もっとこまめに点検
を行うべきだと思う。
そして私は膝をけがしたこと
で、バリアフリーのありがたみに
気づかされ、また、人の心の温か
みに触れることができた。手術や
入院では、主治医の先生・看護師
さんが、私にとっての最も便利な
生活を考えたり、優しい声をかけ
たりして不安を減らしてくれた。
学校の中でも、先輩や友達、先生
方が、私の生活しやすいように工
夫をしてくれたおかげで、けがを
する以前と変わらず学校生活を楽
しめた。
私はこの経験を通して、辛いこ
とも多かったが、けがをしている
人や身体の不自由な人の気持ちが
わかるようになったし、新しい視
点で町を見ることもでき、自分自
身成長することが出来たと思う。
町に住む人々が、便利で生活しや
すいと思える、居心地の良い町に
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出来るよう、これから私も積極的
に協力していきたい。

「相手の気持ちに寄り添って」

和

久慈 東 高 校 二 年

田河原
私は高校一年生の冬から、とて
も楽しみにしているボランティア
があります。毎回、行くたびに私
に元気と勇気と、思いやりの気持
ちを与えてくれる、とても大切に
しているボランティアです。その
ボランティアは、障がいがある子
どもの放課後等デイサービスで
す。
ボランティアでは、障がいのあ
る子どもたちと関わります。勉強
を教えたり、レクを行ったり、遊
んだり、いろいろなことを体験さ
せていただきました。初めは障が
いがあるということで、どのよう
に関わればよいのか、きちんと話
せるかどうかなど、構えてしまい、
なかなかうまく関わることができ
ませんでした。特に、上手に言葉
を話すことができない子とは、ど
のようにコミュニケーションを
とってよいのかわからず、相手が

投げかけてくる言葉に何も返すこ
とができませんでした。障がいが
あるから仕方がないと思っていま
したが、それは私が何も努力をせ
ず、ただ関わりを諦めてしまって
いたのだと思います。
ある時、私が何気なく手に持っ
ていた物をその子に見せてあげる
と、途端に笑顔になり、私に抱き
ついてきてくれました。私はとて
も驚きました。会話でコミュニ
ケーションがとれないから気持ち
を通わせることができないのでは
なく、コミュニケーションをとる
には何が必要なのかを考えること
が大切だということがわかりまし
た。
また、子どもたちもそれぞれ
で、話しかけても反応してくれな
い子もいたり、
「あっちに行こう」
と声をかけても来てくれない子も
いました。一人ひとりの障がいも
まったく違い、そしてその時の身
体や心の状態で、関わり方も大き
く変わるということを理解するこ
とができました。私たちも同じで、
体調が悪かったり、心が落ち着か
ないときがあったり、一人にして
ほしいこともあると思います。何
もかも最初から最後まで頑張る必
要はなくて、その子が何かを求め
てきたときに、その場に応じて対
応していくことが大切なのだと思

いました。
これまで、私は障がいがあるこ
とが何か特別で、自分たちとは違
う人たちなのだと考えてきたよう
に思います。感じ方や、生活の仕
方、何もかもが自分とはかけ離れ
た存在なのだと思っていました。
それが、きっと偏見や差別という
言葉で表されるものなのだと自覚
しました。自分とは何か違うから、
理解できないから、と関わりや理
解することを諦める結果、差別や
偏見は社会の中で大きく育ってい
くのだと思います。ボランティア
で何度も顔を合わせるうちに、障
がいがあってもなくても、まった
く私たちと変わらないということ
がよくわかりました。特に、水遊
び。みんなこれまで見たことのな
い笑顔で遊んでいました。ひとり
が笑うことでみんながつられて笑
顔になる。ひとりで遊ぶよりも大
勢で。それは、普段の私たちの生
活とまったく変わらない光景でし
た。
私は、小学校、中学校、どちら
でもずっといじめられていました。
悪口を言われたり、グループから
外され、ずっと一人でした。親や
先生には迷惑をかけたくなくて、
何も言わずに自分ひとりの中で抱
え込んできました。いじめや差別
は、障がいがある人に対してだけ

のものではありません。私自身が
経験してきたように、学校生活や、
地域の生活の中で、身近で起こっ
ている問題だと思います。理解さ
れなかったり、自分は人とは違う
と感じることで、自分を追い詰め
てしまうこともあると思います。
そんなときには、どうすれば相手
を理解できるのか、何に困ってい
るのか、相手の気持ちを想像する
ことから始めることが大切だと思
います。
ボランティアを通して、私は過
去の自分と向き合うことができ、
前を向いて歩く勇気をもらいまし
た。高校で、特に介護福祉系列で、
障がいがある人、高齢者、子ども
との関わりから、改めて知ること
があったり、考えたりすることが
多くありました。家族での会話も
増えたり、相手を大切にしようと
思う気持ちをより強く持つことが
できました。辛かった過去に比べ
て、
「幸せだな」と感じることが
たくさんあります。多くの人が私
のように「幸せだな」と感じるこ
とができる社会にしていくために、
私自身ができることを頑張って生
きたいと思います。
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ご寄付ありがとうございました

〜災害義援金受入状況〜

（平成 27 年 10 月から平成 27 年 11 月まで）

(11月27日現在)

◆福祉基金

今年度、各地で様々な被害をもたらした次
の災害に対して、市民の皆様からご協力をい
ただきました。
お寄せいただいた義援金は岩手県共同募金
会を通じて被災地へ届けられます。
ご協力くださった皆様、ありがとうござい
ました。

●昭和45年度久慈中学校卒業還暦を祝う会
…………………………………… 30,000 円
●産業まつり出品者一同 ………… 7,720 円
●麦っ娘 …………………………… 5,000 円
●匿 名……………………………… 1,710 円

■ネパール地震災害福祉活動支援募金
２件

250,000円

■平成27年度台風第18号による大雨等災害義援金
１件

1,000円

ᖮ࿁ᤂቑ᳜స௯
■屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金

福祉基金にご寄付くださった昭和45年度久慈中学校
卒業還暦を祝う会の皆様
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（平成27年12月25日まで）

生 活 復 興 支 援 のご 案 内

■生活復興支援資金の貸付

■ボランティアの派遣（ボランティア活動センター）

○ 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。

○ ボランティアが引っ越しや掃除などをお手伝い
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、体調の変化や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ので、お気軽にご連絡ください。
○ サロン活動
市内１０ヵ所（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、サロンこ
こから）で開催しています。サロンでは、血圧測定や個別相談、語り合い、簡単な体操などを行っています。
地区の回覧板等でご案内しています。お気軽にご参加ください。

お問い合わせは社協までお気軽にご連絡ください。社協本所 ☎５３－３３８０

【大川目地区学級】
◇日 時 12月11日(金)
午前の部
9時30分～
午後の部 13時30分～
◇会 場 大川目公民館
◇内 容 「しめ飾り講習会」
◇参加費 材料代 500円
◇定 員 午前・午後各25名

【河南地区学級】
◇日

時

1月19日(火)
13時30分～
中央公民館

 社協だより

◇日

◇会 場
◇内 容
講演「いわて国体に向けて」
講師：久慈市国体推進課
◇参加費 無料
◇定 員 40名

◆申込み 各講座開催日の１週間前までに社協 本所☎53－3380へ

【閉講式・全体学習会】
時 ２月26日(金)
閉 講 式 9時30分～
全体学習会 １０時０0分～
◇会 場 久慈市総合福祉センター
◇内 容 講演「調整中」
◇参加費 無料
◇定 員 100名

人数が多い場合調整させていただくことがあります。

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。

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
維持が困難な場合に、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費用等の貸付資金です。

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

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

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

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
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
難となった場合の貸付資金です。
（１０万円以内）
借入
ケース例

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

■「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 ／山形事務所 ☎ 72-2800

高校、大学、短大、専門学校への就学に
際し、入学金・制服等の入学経費と、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）

総合支援資金・緊急小口資金
原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談
支援事業等の利用が要件となります。
※緊急小口資金：一定の安定した収入があり、一過性の
自由により資金を必要としている場合等を除く。

福祉資金福祉費・教育支援資金
世帯の状況に応じて、生活困窮者自立支援法に基づく
自立相談支援機関等の支援を利用いただくことがあり
ます。

～生活困窮者自立相談支援事業～（久慈市から久慈市社協が事業を受託しています）

『生活あんしん相談室』のご案内

生活に困っている方は、誰でも相談できます。（生活保護受給者は除きます。）
経済的な問題で生活に困っている人、失業している人、引きこもりやニートで悩んでいる人、働いた経験がなく不安な
人など、生活や仕事の悩みを抱えている方は、どなたでもご相談ください。

医療機関

同行

市役所・福祉事務所
（行政手続）

住宅確保給付金

支援のイメージ

連絡・
同行

同行・
申請支援
申請
手続

本人

相談員
就労支援員

情報共有
身近な相談窓口です
久慈市社協

本人の生活の見直し
支援

連絡・
同行
申請
手続

ハローワーク

地域包括支援
センター
社会福祉協議会

ひとりで悩まずご相談ください。一緒に解決する方法を探しましょう。
☎ ５３－３３８０・５３－３３７７

・相談は無料です。

【お問い合わせ】 ※ 土日、祝日の相談を希望する場合は、事前に予約をお願いします。 ・個人情報は守ります。
社協だより 

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『つながり ささえあう みんなの地域づくり』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。なお、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。
久慈市共同募金委員会

● 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

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 !

◇ 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
◇ 知的障がい（児）者の方
◇精神障がい者1級・2級の方
昨年度は4,237,738円の募金が寄せられ896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。）対象と思われる方は、地域の民
生委員または社協（☎５３－３３８０）までお問い合わせくださるようお願いします。

町内会等除雪支援活動助成金のご案内
高齢や障がい等により自力で除雪をすることが困難な世帯（以下「除雪要支援世帯」という。）に対して、町内
会等の団体が行う除雪支援活動に助成します。

★対象団体

★助成金の対象経費

市内の町内会、自治会、ボランティア団体等で、除雪
作業に従事できる構成員が５名以上の団体

★対象となる活動内容
除雪要支援世帯（高齢や障がい等により自力で除雪を
することが困難な世帯）に対して除雪機を使用した除雪
支援活動（国、県、市管理道路は除きます。）

★対象となる活動の期間
平成27年12月1日（団体登録後）～平成28年3月31日

★助成額
１回の活動あたり3,000円で、助成の対象となる活動
期間中５回（15,000円）を上限とします。
※ 助成総額75万円。助成団体が50ヶ所を超えた場合
は、助成額を調整することがあります。
※ 活動区域が複数の町内会区域となる場合は、１町内
会区域を１回の活動として助成金を交付します。
※ 助成総額（75万円）に達した時点で、今年度の助
成は終了します。

対象となる活動を実施するために必要な経費
【例】ガソリン代、ボランティア保険料、
活動資材・消耗品等購入費など

★応募方法
助成を希望する団体は、活動を実施する前に「助成金
交付団体登録申請書」と「団体の活動内容が分かる資料
（会則や会報など）」を社協に提出してください。
※ 申請書は社協ホームページからダウンロードできま
す。また、ご連絡をいただければお送りします。

★応募受付期間
平成27年11月2日（月）～平成28年2月29日（月）

★助成金交付の流れ
団体登録の申請 → 登録完了（社協から通知）→団体登
録完了後、支援活動を実施 → 実施報告書を社協に提出
→ 報告書類の審査 → 助成金交付（３月・４月）

【 お問い合わせ：社協本所 地域づくり支援係 ☎５３－３３８０ 】
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平成２８年度久慈市共同募金委員会助成事業のご案内
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。
事業実施対象期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
対 象 団 体：ボランティア団体、町内会、ふれあいサロン運営団体等の住民グループ
対 象 経 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
助
成
額：１～１０万円（千円単位：助成総額３０万円）
応 募 方 法：助成事業申請書を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。
応 募 受 付 期 間：平成２７年１２月１５日まで
助 成 決 定：平成２８年４月
問 い 合 わ せ 先：久慈市共同募金委員会 ☎５３－３３７７

福祉のまちづくり支援助成事業の助成が決定しました
平成２７年度に岩手県共同募金会から市内の２団体が、住民に向けた福祉サービスを
行う団体等を支援する「福祉のまちづくり支援事業（平成２６年度の赤い羽根共同募金
による助成事業）
」の助成を受け備品を整備することが決定しております。
○ こはくのまちの保健室：京の森（代表 大橋 泰子）
整備品：電子血圧計 ( ２台 ) 、電子塩分計
○ ばあばカフェ
：小久慈町（代表 川代 美智子）
整備品：オーブンレンジ、炊飯器（一升炊き）ほか

住民支え合い活動助成事業の報告
平成２６年度に岩手県共同募金会から市内の９団体が、被災者の生活支援や地域復興
に向けた取り組みを支援する「住民支え合い活動事業」の助成を受け、次の事業を実施
しました。
団体名

地

区

代表者名

事業名

横沼たんぽぽの会

侍浜町

田 中 和 子

世代間交流収穫祭ふれあいサロン

サロン森

大川目町

馬 内 寛 一

介護 ( 認知症 ) 予防事業

ふれあいサロンかかしの会

侍浜町

中

佐代子

ふれあいサロン

きずなサロン

大川目町

根 井 義 男

ふれあいサロン

さくらの会

夏井町

三 上 美 穂

サロンさくら交流会

山根町青少年健全育成会

山根町

松野下 冨 則

山根を元気にするコンサート

中組町内会

湊町

山 崎

中組町内会交流会

湊町中下公民館

湊町

七十苅 良 一

湊町中下公民館町民親睦交流会

向町さくら会

侍浜町

越 戸 羚 子

健康増進・住民交流事業

毅
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お 知 ら せ・ ご 案 内

「しあわせ S U N」
つどいのひろば行事予定
・絵本読み聞かせ「よんで！よんで！！」
１２／4（金）
・1／２２（金）・2／5（金）
・スマイル子育て相談会
１２／１１（金）
・1／１５（金）・2／１２（金）

歳末たすけあい芸能大会
◇日 時：１２月６日（日）１２時３０分〜（開場 正午）
◇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
※益金は、歳末たすけあい募金に充てられます。

・親子あそびの講習会「SUNSUNひろば」
１２／１８（金）
・1／8（金）・2／１９（金）
・まちの保健室（健康相談）
１２／１８（金）
・1／8（金）・2／8（金）
◇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 ※火曜日は定休日です

歳末たすけあいチャリティ演芸会
◇日
◇会

時：１２月１３日（日）１２時３０分〜（開場 正午）
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。

介護支援専門員の募集
介護支援専門員（嘱託職員）を１名募集します。
◇給与月額：１３７，
６００〜２１４，３００円
◇勤務時間：８時３０分〜１７時１５分
◇休
日：土、日、祝日、年末年始
◇勤務場所：久慈市総合福祉センター内
介護支援係
◇雇用開始日：平成２８年４月１日から
労働条件等の詳細は、社協にお問い合わせくださる
か、ハローワークでご確認のうえ、ご応募ください。

◆問 合 せ

社協本所

ニュースポーツ交流会
◇日
◇場
◇内

時：平成２８年１月２２日（金）１０時〜１１時３０分
所：山形老人福祉センター
容：実技 「スポーツ吹矢他」
講師 社協職員
◇参加対象：市内に居住している中、高齢者
◇参 加 費：無料
◆申し込み：平成２８年１月１５日（金）までに
社協山形事務所 ☎７２−２８００

☎５３−３３８０

マナーアップ教室
「年末年始の休館日」のお知らせ
次の期間、休館いたします。お問合
せは各施設へ。

１２月２９日（火）〜１月３日（日）
・久慈市総合福祉センター ☎５３−３３７７
☎７２−２８００
・山形老人福祉センター
・ふくしサロン「しあわせＳＵＮ」 ☎６１−３９３３
※総合福祉センターは１／４（月）通常休館日

１２月２８日（月）〜１月２日（土）
☎５３−９２９２
・屋内温水プール
１／３
（日）臨時開館（初泳ぎ）
１／４
（月）通常休館日
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◇日
◇場
◇内

時：平成２８年２月１９日（金）１３時３０分〜１５時
所：山形老人福祉センター
容：講話 「知っておきたい冠婚葬祭マナー〜葬祭マナー編〜」
講師 野場造花仏具店 専務 野場秀輝氏
◇参加対象：市内に居住している中、高齢者
◇参 加 費：無料
◆申し込み：平成２８年２月１２日（金）までに
社協山形事務所 ☎７２−２８００

認知症の人と家族のつどい
みんなで悩みを共有しませんか？
認知症になると本人も家族も不安でいっぱいだと思いま
す。病気のことや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。参加料は無料で
す。お気軽にお問い合わせください。
◇日 時：平成２８年１月８日（金）１３時３０分〜１５時３０分
◇場 所：元気の泉
◇参加料：無料
◆問合せ 川向幸子 ☎７２−２１５９

しあわせＳＵＮ
2015.12
No.39

平成２８年４月１日から当協議会介護支援係は、「元気の泉（ 旭町８－１００－１）」から「久慈市総
合福祉センター（ 旭町７－１２７－３）」に事務室を移転します。
移転することで、ご不便に思われる方もいらっしゃると思いますが、これまで以上に職員が皆様
のところにお伺いする形で介護に関する相談などの対応を行って参りますので、よろしくお願いい
たします。
また、４月１日から久慈市総合福祉センター健康増進室を当協議会介護支援係の事務室として使
用することになりますが、健康増進室にあるトレーニング機器は、使用できるものを展示室（健康
増進室前のスペース）に移動し、無料でご利
久慈市社会福祉協議会
用いただけるようにします。
福祉の村 （久慈市総合福祉センター）
今後、事務所移転に伴う工事等のため、ご
至八戸
利用できない期間が発生します。日時が決ま
県立久慈病院
りしだい改めてお知らせいたしますので、よ
●
●
45
ろしくお願いいたします。
国道

お問い合わせ

号線
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久慈市旭町７

久慈市社会福祉協議会

－

発行／社会福祉法人

－

〠０２８ ００１４

－

社協介護支援係の事務所移転のお知らせ・
総合福祉センター健康増進室ご利用の皆様へ

元気の泉

● 社 協 介 護 支 援 係 ☎６１－１５５４
● 総合福祉センター ☎５３－３３７７

至八戸

福祉の村屋内温水プールからのお知らせ
お得な入場券を販売中！
次の入場券を販売中です。ぜひ、ご利用ください。

「１ヵ月シニアフリーパス券」

ＴＥＬ ０１９４３３８０

◎販 売 期 間 平成２８年２月２９日（月）まで
◎対象・料金 ６０歳以上の方 ４,５００円
◎有 効 期 間 購入日を含む ３０営業日 有効
（休館日は含みません。
）
◎そ の 他 成人スイミング等の自主事業に
も使用できます。
（親子スイミン
グを除く。
）

「ファミリー割引入場券」

ＦＡＸ

◎販 売 期 間 平成２８年３月３１日（木）まで
◎対
象 保護者
（１８歳以上）
１名と小学生
以下 1 名でのご利用
◎入 場 料 ５００円

７７１５

「年末年始休館」のお知らせ・
「初泳ぎ」を開催します

「成人スイミング」のご案内
◎日

時

平成２８年１月２９日～平成２８年３月
２５日までの毎週金曜日（３月４日を
除く。計８回）
午後１時４５分～午後２時４５分
◎入 場 料 １教室につき５００円（指導料は無料）
◎対象・定員 １８歳以上・２０名
◎申
込 当日申込み可

「親子スイミング」のご案内
◎日

時 平成２７年１２月１９日（土）、
平成２８年１月２３日（土）、
２月２７日（土）、
３月２６日（土）
午前１０時３０分～午前１１時３０分
◎対象・定員 就学前児童（３歳～６歳）
とその保護者
開催日ごとに１０組
◎入 場 料 １教室につき５００円（指導料は無料）
◎申
込 当日申込み可

平成２７年１２月２８日（月）～ 平成２８年１月２日（土）まで休館します。
１月３日（日）は「初泳ぎ（無料開放と餅つき体験）」を開催します。
◎初泳ぎ
日
時 平成２８年１月３日（日）午前１０時 ～ 午後４時
餅つき体験 １回目１０：３０～、２回目１２：００～、３回目１３：３０～

お問い合わせ

福祉の村屋内温水プール ☎５３－９２９２
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