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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27年度趣味の作品展示即売会は、２月６日～７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 2,163点が展示・即売されました。

会場には大勢の方が訪れ、高齢者の技術とアイディアに感嘆の声があがっていました。

趣味の作品展示即売会
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東北電力久慈営業所 2,086円 三陸鉄道久慈鉄道事務所 2,100円 岩手銀行久慈支店 1,000円
宮城建設本社 3,835円 ユニバース久慈・川崎町店 2,500円 岩手銀行久慈中央支店 2,000円
宮城建設生産部 4,321円 吉田産業八戸支店久慈営業所 1,400円 東北銀行久慈支店 1,500円
九戸印刷 4,115円 岡野木材 8,450円 みちのく銀行久慈支店 2,000円
久慈ダイハツ販売 5,000円 池野製材所 2,000円 盛岡信用金庫久慈支店 1,171円
高畑電機 2,500円 陸中観光 3,200円 もぐらんぴあまちなか水族館 1,000円
サンデー久慈長内店 4,000円 久慈歯科医院 541円 久慈市シルバー人材センター 500円
久慈琥珀 10,000円 マルイチマルシェ久慈店 1,850円 久慈商工会議所 1,700円
十文字チキンカンパニー久慈工場 44,356円 住友生命保険久慈支部 3,000円 新岩手農業協同組合山形支所 3,000円
大上保険事務所 1,000円 東北労働金庫久慈支店 672円 久慈市社会福祉協議会 9,008円
久慈市体育協会 1,400円

いなり保育園 3,000円 小袖保育園 3,000円 長内学童保育所わんぱくクラブ 2,000円
宇部保育園 3,000円 こだま保育園 2,000円 久慈児童館みつばちの家 1,000円
大川目保育園 2,690円 幸町保育園 3,000円 小久慈たんぽぽクラブ 10,000円
長内保育園 2,000円 平山保育園 2,000円 三崎中学校 1,200円
川貫保育園 1,600円 畑田保育園 3,000円 久慈拓陽支援学校 7,110円
久慈保育園 3,404円 門前保育園 2,498円
久慈湊保育園 2,000円 山口保育園 3,000円

50,168円 小久慈郵便局 500円 恵水園 5,200円
久慈税務署 1,808円 関郵便局 500円 欅の里 6,700円
県北広域振興局 19,539円 山根郵便局 500円 侍浜福祉会 2,100円
久慈農業改良普及センター 1,655円 県立久慈病院 11,500円 松柏園 6,500円
県北教育事務所 2,000円 久慈恵愛病院 11,515円 ひばり療護園 7,400円
滝ダム管理事務所 500円 北リアス病院 14,065円 みずき園 2,300円
久慈広域連合事務局 9,043円 宇部地区デイサービスセンター 1,000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 3,800円 リハビリタウンくじ 10,681円
久慈湊郵便局 1,200円 銀杏荘・地域生活支援センター久慈 4,383円 和光苑 5,000円

募 金 種 別 金 額（円）

戸 別 募 金 5,258,450

法 人 募 金 1,713,000

街 頭 募 金 74,569

学 校 募 金 177,319

職 域 募 金 374,264

イ ベ ン ト 募 金 154,781

そ の 他 224,960

合　　   計 7,977,343

職域募金　３７４,２６４円　７７件

募金内訳

（敬称略・順不同）

会社・企業・団体等

保育園・学校等

官公署・病院・施設

　募金ははは全額県共同募金会へ送金し、平成28年度

地域福祉祉祉活動費として久慈市社会福祉協議会やふ

れあいサササロンなどに4,880,661円助成されます。

赤い羽根 共同募金運動赤い羽根 共同募金運動
平
成
27
年
度

目標額

実績額

8,000,000円

7,977 ,343円
達成率 99.7％

ご協力ありがとうございましたごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力ああああああああああああああああああああああああありりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりがががががががががががががががががががががががががととととととととととととととととととととととととうううううううううううううううううううううううううごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごござざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいままままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力ああああああああああああああああああありりりりりりりりご協力ありがとうございました
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宮城建設 久慈第一ホテル 藤森久慈店 久慈歯科医院 繁名建設
長福寺 九戸印刷 普代貨物自動車工業 久慈自動車整備協業組合 藤田皮膚科医院
北リアス病院 黒沼建築設計事務所 プレステック 久慈商店 藤森測量設計
小林外科 碁石商店 ヘイハン印刷 久慈市冷凍水産加工業協同組合 藤原電業
十文字チキンカンパニー久慈工場 小久慈焼 北桜堂新社 久慈新港運輸 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 細谷地 久慈スズキ自動車販売 フルテック
かわさき栄食 斎藤内科 ホテルみちのく 久慈中央商事 ホリコシ
長泉寺 嵯峨自動車商会 マルニ印刷 久慈中古車センター 丸一青果店
北星鉱業 佐幸本店 三河交通観光 久慈電業 マルサ嵯峨商店
ユウエンタープライズ ささき獣医科医院 みかわや製菓 久慈物産市場 丸巳屋
朝日 慈光寺 みどり薬局 葛巻電気 三上税理士事務所
一沢コンクリート工業 下舘建設 宮沢歯科医院 クボタ水道工業所 八重樫歯科医院
一誠堂 下山鉄工 メディカルサービス久慈 こばやし歯科クリニック やまぐち歯科医院
樹商事 ジュークス 盛岡東京電波久慈工場 五林モータース ヤマノ機工
岩城歯科医院 白岩小児科医院 谷地林業 嵯峨水道 うじょう歯科クリニック
岩崎久 司法書士事務所 新岩手農業協同組合久慈支所 ヤマイチ 佐佐木設計 及川薬局田屋町店
岩手モリヤ 新田組 山口建設 沢菊 オヤマダエンジニアリング
岩花機械 スズマ測量設計 山口八幡宮 澤里教材 北日本油設
宇部煎餅店 諏訪神社 米内造園 サンエイアルミ 久慈琥珀
エムエスケー 関合歯科クリニック 雷設計事務所 三陸観光 久慈葬儀店
おおさわ内科・胃腸科医院 第一石油 リカーフーズきちや 行政書士法人リプル法務 黒沼正雄 司法書士事務所
大畑建築設計 大神宮 陸中観光 自動車販売カーボーイ 司法書士 宇部善朗事務所
大宮 高畑電機 リンザイ しろと内科循環器科クリニック 高橋治巳 税理士事務所
金子ディーゼル商会 竹下産婦人科医院 レーベルホーム 正洸運輸 千代田工販
兼田建設 巽山稲荷神社 ローゼット セコム久慈事務所 ひまわり生花店
カネヨシ水道工業所 ちだ医院 和久喜美男 税理士事務所 竹花建設 街の駅・久慈
蒲野建設 楓 アサヒ薬局 竹屋製菓 やました陶器店
菊屋薬局 外里文人 税理士事務所 稲荷神社 田高組 ユアテック
北三陸天然市場 鳥谷医院 岩瀬張建設 田高自動車整備工場 ヨシウ
木地谷板金 中省商店 岩山義克 司法書士事務所 ダスキン久慈 米内石材店
共進設備 中塚工務店 インテリア仙台 辰巳 リアス土地
協同組合久慈ポイントカード会 野場造花仏具店 ウエヤマ水道工業 田村牧場 岩手県久慈地区生コンクリート協同組合
久慈衛生社 畑田建設工業 おおさわ歯科クリニック 千草 岩手畜産流通センター久慈工場/営業所
久慈貨物運送 八戸缶詰久慈工場 大槻石材店 中央介護センター 高常建設
久慈眼科クリニック ヒカリ総合交通 大西義晴商店 つしま 玉屋眼鏡店久慈店
久慈グランドホテル 樋口石材店 大橋歯科医院 とみや商店 根井建設
久慈恵愛病院 ひなた 小田組 トモエタクシー 長内歯科医院
久慈建設 ファーマ・ラボ 金子クリニック 中健 関上こどもクリニック
久慈広告社 福寿館 上山琥珀工芸 羽黒山神社 匿名
久慈市漁業協同組合 不二タイヤ商会 神成電気商会 八香園

小川　勝雄 5,000円
田名部　栄作 2,494円
匿名 478円
こぶしの会 25,769円
久慈ライフセービング 4,410円
戸呂町クラブ 1,000円
つどいの広場おもちゃマーケット 18,470円
福祉まつり実行委員会 14,340円
募金箱24ヶ所 18,243円
赤い羽根募金自動販売機 134,616円
預金利息 140円

久慈高等学校 27,292円 夏井小学校 1,322円
久慈東高等学校 16,289円 平山小学校 11,346円
久慈高等学校長内校 4,448円 侍浜小学校 3,710円
久慈中学校 14,360円 宇部小学校 12,615円
夏井中学校 1,542円 久喜小学校 7,864円
侍浜中学校 1,698円 小袖小学校 2,000円
久慈小学校 17,269円 山形小学校 11,061円
久慈湊小学校 3,293円 小国小学校 1,700円
長内小学校 10,478円 霜畑小学校 5,518円
大川目小学校 20,714円 来内小学校 2,800円

地区名 　金額（円） 世帯数 地区名 　金額（円） 世帯数
久  慈 1,912,400 3,811 宇  部 504,000 1,008
長  内 645,050 1,290 侍  浜 343,200 704
小久慈 551,800 1,106 山  根 78,500 157
大川目 411,500 822 山　形 428,000 856
夏  井 384,000 767 合  計 5,258,450 10,521

8 . 30 福祉まつり実行委員会
10. 8 久慈市共同募金委員会
10. 8 久慈ライオンズクラブ
10. 18 国際ソロプチミスト久慈
10. 23 久慈青年会議所

ふれあい福祉まつり 109,933円
赤い羽根チャリティーパークゴルフ大会 44,848円

その他　２２４,９６０円

法人募金 １,７１３,０００円 １９９件

戸別募金  ５,２５８,４５０円

学校募金　１７７,３１９円

イベント募金　１５４,７８１円

街頭募金　　７４,５６９円

（敬称略・順不同）
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ご協力ありがとうございました

日本地下石油備蓄 久慈事業所 126,652円

宮城建設 100,000円

絵手紙カレンダー愛好会 60,000円

国際ソロプチミスト久慈 50,000円

門前保育園 30,000円

バプテスト教会 22,459円

賀口部品商会 15,277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 10,000円

山形民謡友の会 10,000円

橋爪商事久慈支店社員一同 6,000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 219,034円

久慈市社会福祉協議会 15,746円

匿名 20,000円

匿名 10,000円

泉田　庄吉 3,000円

田名部　栄作 1,281円

篤志募金　７３１,４４９円　２０件

（敬称略・順不同）

会社・企業・団体等

個　人

「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、873名の方々を激励することができました。

皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

皆様から寄せられた募金は、配分に3,928,500円、共募運営費に234,000円、残額239,720円は、県共

同募金会に送金し、平成28年度地域福祉活動費として久慈市社協やふれあいサロンなどに助成されます。

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

歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動

募金
実績額 4,402,220円

◇要介護高齢者 49人 220,500円

◇一人暮らし高齢者 481人 2,164,500円

◇身障１級・２級 182人 819,000円

◇知的障害者 78人 351,000円

◇精神障害者 83人 373,500円

合　　　計 873人 3,928,500円

歳末たすけあい芸能大会 383,071円

地 区 名 　金　　額（円） 世 帯 数

久 慈 1,278,500 4,268

長 内 393,600 1,318

小 久 慈 320,600 1,062

大 川 目 245,600 818

夏 井 230,500 764

宇 部 304,800 1,016

侍 浜 212,500 708

山 根 45,500 152

山 形 256,100 850

合　　計 3,287,700 10,956

配分　３,９２８,５００円

事業収入　３８３,０７１円

戸別募金　３,２８７,７００円

平成27年度
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歳末たすけあい芸能大会、歳末たすけあいチャリティ演芸会の収益・お花（募金）はすべて
平成27年度歳末たすけあい運動に充てられました。

皆さまのご協⼒、誠にありがとうございました。

フラ・レイ久慈 手話サークル輪っこの会 夏井町シニア軍団

久慈中学校マンドリン部

門前保育園

山形太鼓同好会 荷軽部老人クラブ（上村信志様） 来内婦人会

来内小学校

幸町保育園

フ

／126

／1213 歳末たすけあいチャリティ演芸会

歳末たすけあい芸能⼤会 iin アアンンババーホホールル

 iin おおららほほーるる
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　地 り、楽し たぐきぐきりする「ふれふれあいあいサロン」は市内に96ヵ所あります。まり、楽で集まり、楽しくの中で集まり、楽しくたぐ中で集まり、楽しくた地域地域の域の中で集まり、楽しくたぐ

サロロン活ン活動動を行っていいるボるボラランティア等を対象に「ふれあいサロンの集い」を開催し、、サロン活動を行っ日、サロン活動を行っ22日2日、サロン活動を行っ２２月月2

加参加をいただきまきましたした。の参加の参0名名の330名

ＰＯ法Ｏ法人人 ウウェルネスクラブ・レインボー健康体操で寝たきり０を目指す会』理事長の工藤昭敏ＰＯＮＰ『Ｎ『Ｎ　

お招きし、「レインボー健康体操～寝たきり０を目指そうおをお氏をを氏

～」と題した健康体操に、集まった方々は溢れんばかりの笑顔と～」

になりながら体を動かしました。

　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

課題などについて、みんなで意見を出し合い解決策などを話し話し

合いました。

虹色に輝く笑顔の集まり！ ふれあいサロンの集いの報告

　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。

平成27年度地域ボランティア活動助成事業の報告

　一人暮らし高齢者、老夫婦
世帯と子ども達との交流を目
的に、手作りおやつを持って
の訪問活動を行いました。

　子ども達と高齢者が一緒に収穫祭や、夕
涼み会を楽しんで、地域での世代間交流を
行いました。

災害時に備えての体制づくり
として、避難所マップを作製し
たほか、地域の避難所にもなっ
ている学校跡地の除草作業を行
いました。

○  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。

○  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。

問い合わせ先　社協本所　☎５３－３３８０

生活復興支援のご案内

角柄地区日廻り隊

麦生老人クラブ
サロン　秋葉会



社協だより7

⽣活福祉資⾦ 教育⽀援資⾦のご紹介

４月１日より『生活あんしん相談室（社協  生活あんしん係）』直通の電話番号が開設されます。

『生活あんしん相談室』は、日々の暮らしの中での困りごとや悩み、失業や離職、病気、借金問題
など様々な理由で困っている方々の相談を受け、各機関と連携しながら支援をし問題解決に向けて、
専門の相談支援員が一緒に取り組んでいきます。
◎　相談受付　月～金曜日　8：30 ～ 17：00（祝日、12 月 29 日～１月３日を除く）
　　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。

食料品提供のお願い

生活福祉資金【教育支援資金】は、所得の少ない世帯に対し学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、
大学の入学及び就学に際し必要な経費について、市町村社会福祉協議会が窓口となり貸付を行うものです。

※平成28年２月の制度改正により、通常の貸付月額上限額では学費が不足する場合など、一定の要件に
該当する場合には、教育支援費の貸付限度額を上記表の1.5倍とすることが可能となりました。

≪条件・注意事項等≫
①　この資金は世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申し込み時から償還
完了まで、お住まいの地区の民生委員が相談支援を行います。

②　教育支援資金は、他の公的貸付制度の活用が可能な場合は他制度が優先されます。
③　利用に際しては、世帯の状況に応じ、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等からの支
援を受けていただくことがあります。

その他、詳しい内容はお気軽にご相談ください。　　　　 問い合わせ先　社協本所　☎５３－３３８０

寄付していただきたい食品

募集期間：3/1～3/31

○お米

○麺類、小麦粉など

○インスタント食品

○レトルト食品（カレー、牛丼、親子丼など）

○保存食品（缶詰、瓶詰など）

○のり、お茶漬け、ふりかけ

○調味料（味噌、醤油、油など）

○飲料水（ミネラルウォーター、お茶、コーヒーなど）

○粉ミルク、離乳食

※賞味期限が３ヶ月以上のもの
※未開封、破損していないもの
※常温保存できるもの（生鮮食品類は受付いたしません）

生活あんしん相談室からのお知らせ

☎６１－３７４１☎☎☎☎☎☎☎☎☎６６６６６１１１１１１１－３３７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７４４４４４４４４４４４４４４４４４４１１１１１１☎６１－３７４１

　ＮＰＯ法人フードバンク岩手（盛岡市）は、生活に困窮している世帯に対して、県内の個人・企業などか
ら寄せられた食料品を無償提供する活動を行っています。
　今年度、当協議会生活あんしん相談室の来談者にフードバンク岩手から食料品をいただき、お届けした
ケースが数件ありました。
　生活に困窮している世帯への支援の一つとして、フードバンク岩手の活動に市民の皆様からもご協力いた
だきたく、今回、食料品の提供をお願いするものです。
　ご提供いただいた食料品は、フードバンク岩手が保管し県内の生活困窮世帯に提供するほか、市内の方に
迅速に提供できるよう一部を当協議会でも保管します。皆様のご協力をよろしくお願いします。
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「鯉のぼり」
　　 お譲りください

　福祉の村では、４月下旬～５月にかけて100匹以上の

鯉のぼりを掲揚しています。

　毎年、元気に泳ぐ「鯉のぼり」ですが、強風で痛み、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。

　 （問合せ　社協 ☎53－3380）

ご寄付ありがとうございました

◆福祉基金
●久慈港運 ……………………………………72,000 円

●賀美鉄筋工業 ………………………………20,000 円

●趣味の作品展示即売会出品者一同 ………17,170 円

●ボランティアサークルホットタウン………15,000 円

●澤里　聰 ……………………………………10,000 円

●及川　忠則 …………………………10,000 円

●大槻　靜子 ………………………… 5,000 円

●麦っ娘（ふれあいサロン）………… 5,000 円

●匿名５件 ……………………………34,950 円

（平成 27 年 12 月から平成 28 年 2月まで）

（敬称略）

福祉の村屋内温水プールからのお知らせ福祉の村屋内温水プ からのお知らせ福祉の村屋内温水プールからのお知らせー福祉の村屋内温水プ ルからのお知ら祉の プ ル の 知祉の プ ル の 知祉祉祉の村祉の村 温温屋内温水プ ルからのお知らせ屋内温水プ ルからのお知らせ福祉の村屋内温水プールからのお知福祉の村屋内温水プールからのお知祉祉祉 内温水 ー 知 せ祉 内 水 ー温温村村 水水内内村屋内温水プ ルからのお知ら村屋内温水プ ルか おお温温温温福祉の村屋内温水プールからのお知らせ福祉の村屋内温水プールからのお知らせ

申し込み・問い合わせ　福祉の村屋内温水プール　☎５３－９２９２

◎日　時　３月１３日（日）午後１時～午後４時
◎受　付　午後 1時～
◎入場料　中学生以下 ３００円、高校生以上 ５００円
※開催に伴い、正午から午後５時まで一般利用が出来ません。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、午後５時以降は通常営業（閉館午後６時）となります。

初心者クロール
◎開催日　毎週火曜日
　　　　　午前１０時～午前１０時３０分

初めての背泳ぎ ・ 平泳ぎ ・ バタフライ
◎開催日　毎週火曜日
　　　　　午前１０時３０分～午前１１時

楽々ウォーキング
◎開催日　毎週水・金曜日　午後７時～午後７時３０分
　　　　毎週木・土曜日　午前１０時３０分～午前１１時

◎入場料　３００円 /１回（指導料は無料）
※教室時間外に利用される場合、別途２００円必要となります

◎申し込み　当日申し込み可

チャンプカップのお知らせ

「ショートプログラム」のご案内

「成人スイミング」のご案内

◎日　　時　３月１１、１８、２５日（各金曜日）
　　　　　午後１時４５分～午後２時４５分
◎対象・定員　１８歳以上・２０名
◎入 場 料　５００円 /１教室（指導料は無料）
◎申し込み　当日申し込み可

「親子スイミング」のご案内

◎日　　時　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（３～６歳）とその保護者・１０組
◎入 場 料　ペアで５００円（指導料は無料）
◎申し込み　当日申し込み可

昨年 4月から試行販売している「１ヵ月シニア
フリーパス券」と「ファミリー割引入場券」を新
サービスとして実施します！
皆様のご利用をお待ちしています！

１ヵ月シニアフリーパス券

◎販売開始日　平成２８年３月１日
◎有効期限　購入日を含む３０日間
　　　　　（休館日を除く）

◎対　　象　満６０歳以上の方
◎料　　金　４,０００円
　　　　　（試行料金から値下げしました）

ファミリー割引入場券

◎販売開始日　平成２８年４月１日
◎対　　象　保護者（１８歳以上）１名と小学生
　　　　　以下 1名のペア

◎入 場 料　ペアで５００円（通常８００円）

「１ヵ月シニアフリーパス券」
「ファミリー割引入場券」のお知らせ

〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰
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お知らせ・ご案内

◇日　　時：３月23日（水）13時30分～15時

◇場　　所：山形老人福祉センター

◇内　　容：講話/実技「笑いヨガ」

　　　　　　講師　はぴらき健幸倶楽部

　　　　　　　　　　代表　釜澤俊一 氏

◇参 加 費：無料

◇対 象 者：市内に居住している中、高齢者

◇申し込み：３月17日（木）までに

　　　　　　社協山形事務所 ☎72－2800へ

ボランティアをしている方、ボランティア・支
え合い活動に関心のある方ならどなたでも参加で
きます。お気軽にご参加ください。

◇日　　時：３月21日（月・祝）13時～16時

◇場　　所：久慈市総合福祉センター

◇内　　容：

　　講演　「見守り活動」から「見守られ活動」へ

　　講師　ご近所福祉クリエーション主宰・ご近所福

　　　　　祉クリエーター

　　　　　ＮＰＯ法人全国コミュニティライフサポー

　　　　　トセンター（CLC）・アドバイザー

　　　　　　　　　　　　　　酒　井　　保　氏

グループ交流会「ホンモノの支え・合い」とは何か？

～みんなで語って意見を出しあおう～

　　　　　　※聴講のみの参加も可能です

◇申し込み：社協本所　☎53－3380

山形老人福祉センター自主事業「生きがいづくり教室」

東日本大震災復興イベント

ホンモノの支え・合い講演会

・絵本読み聞かせ「よんで！よんで！！」

3／4（金）・4／1（金）・5／6（金）・6／3（金）

・スマイル子育て相談会

3／11（金）・4／22（金）・5／13（金）・6／10（金）

・親子あそびの講習会「SUNSUNひろば」

3／18（金）・4／15（金）・5／20（金）・6／17（金）

・まちの保健室（健康相談）

3／18（金）・4／8（金）・5／8（日）・6／8（水）

◇時　間　いずれも１０時３０分～

　　　　（まちの保健室のみ１０時～）

「しあわせSUN」
つどいのひろば行事予定

※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

久慈市ボランティア連絡協議会主催

　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　３月11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

東日本大震災から今年でちょうど５年が経過

することに伴い、改めて亡くなられた方への追

悼と復興への祈りを込めイベントを行います。

◇日　　時：３月12日（土）14時～15時

◇場　　所：巽山公園

◇内　　容：花の種が付いた風船を参加者で持ち、復

　　　　　　興への祈りを込めて空に飛ばします。

◇問 合 せ：社協本所　☎53－3380
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平成28年４月１日から社協介護支援係は「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。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、よろしくお願いします。

また、総合福祉センター健康増進室を社協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

康増進室のトレーニング機器は、使用できるものを健康増進室前のスペースに移動し、無料でご利用い

ただけるようにします。

なお、移転に伴う工事等のため、次の期間は健康増進室の利用ができませんので、ご不便をお掛けし

ますがご理解、ご協力をよろしくお願いします。

　■　健康増進室を利用できない期間

　　平成28年３月10日（木曜日）から

　　平成28年３月31日（木曜日）まで

　■　４月１日（金曜日）からは、トレーニング

　　機器を無料でご利用いただけます。

　　なお、利用時間、休館日は次のとおりです。

　・利用時間（3/9までと4/1以降）

　・休館日は、月曜日、祝日の翌日、

　　年末年始（12/29～1/3）です。

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

利用時間

火 ～ 金 9：00 ～ 18：30

土、日、祝日 9：00 ～ 16：30

日常生活自立支援事業

こんなことで困っている方はいませんか？

　高齢の方や障がいを持った方が地域で安心して生活が送れるよう福祉サービスの利用手続きの

援助や代行、また、それにともなう日常的金銭管理などをおこなう事業です。

　もし、上記のことで困っている方がいらっしゃいましたら、まず、社会福祉協議会にご連絡く

ださい。「専門員」がご相談に応じます。（秘密厳守）

問合せ先：久慈市社会福祉協議会 ☎ 53－3380

福祉サービスを使い
たいが、どうすれば
いいかわからない方

介護保険関係の書類
がたくさんくるけど、
どう手続したらいい
かわからない方

計画的にお金を使い
たいけど、いつも
迷ってしまう方

最近物忘れが多くて
預金通帳をちゃんと
しまったか、いつも
心配な方

愛称「あんしんねっと」

イラスト：全社協発行日常生活自立支援事業パンフレットより引用




