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社協だより

社会福祉法人 久慈市社会福祉協議会

２～３ページ …… 平成27年度事業報告・決算
４～５ページ …… 平成28年度事業計画・予算
６ページ ………… 社協会費へのご協力のお願い
　　　　　　　　  赤い羽根共同募金助成事業の報告

７ページ …… 地域福祉活動計画策定のお知らせ
８ページ …… 寄付・災害義援金報告・鯉のぼりのお礼
９ページ …… お知らせ・ご案内
10ページ …… 白樺大学のご案内、プールからのお知らせ

　５月３日、久慈市ボランティア連絡協議会（会長　高屋敷真喜
子）が道の駅くじやませ土風館ほか４カ所で熊本地震災害義援金の
街頭募金を行いました。当日は多くの皆様からご協力をいただき、
寄せられた義援金194,926円は、岩手県共同募金会を通じて被災地
へ届けられます。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

主な内容

久慈市ボランティア連絡協議会による久慈市ボランティア連絡協議会による

熊本地震災害街頭募金活動
久慈市ボランティア連絡協議会による
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収　入 支　出
合計

268,490,293
合計

268,490,293

人件費
163,912,797
（61.0％）

経常経費補助金
45,244,611
　　（16.8％）

事業費
51,541,064
（19.2％）

助成金
8,826,480
（3.3％）

事務費
12,889,693
（4.8％）

介護保険
73,013,490
（27.2％）

積立預金取崩
　6,983,657
（2.6％）

事業収入
　9,379,276
（3.5％）

前期末支払
資金残高

（26年度より繰越）

15,883,803
 （5.9％）

当期末支払資金残高
（28年度へ繰越）

19,243,703(7.2％）

その他
（受取利息、施設整備補助金等）

1,244,675(0.5％）
会費 10,641,300(4.0％）

共同募金配分金
8,880,383(3.3％）

寄付金 722,048(0.3％）

受託金
96,497,050
(35.9％）

その他（負担金、貸付事業等）

2,358,224(0.9％）積立預金積立金
837,949(0.3％）

共同募金配分金事業
8,880,383(3.3％）

一般会計貸借対照表総括表 （平成28年３月31日現在）

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額

流動資産 46,919,543 　その他の固定資産 403,025,436

　現金預金 11,401,553 　　構築物 871,320

　事業未収金 33,295,101 　　機械及び装置 717,497

　立替金 798,334 　　車輛運搬具 854,791

　前払費用 380,240 　　器具及び備品 6,147,737

　１年以内回収予定長期貸付金 1,000,590 　　ソフトウェア 140,760

　仮払金 43,725 　　退職手当積立基金預け金 55,816,670

固定資産 560,606,758 　　退職給付引当資産 19,602,728

　基本財産 157,581,322 　　福祉基金積立資産 252,836,113

　　建物 155,581,322 　　財政調整基金積立資産 65,937,820

　　定期預金 2,000,000 　　差入保証金 100,000

資産の部合計 607,526,301

科　　　目 金　額

流動負債 33,759,580

　事業未払金 24,438,863

　預り金 19,284

　職員預り金 2,190,820

　仮受金 26,283

　賞与引当金 7,084,330

固定負債 75,419,398

　退職給付引当金 75,419,398

負債の部合計 109,178,978

科　　　目 金　額

基本金 2,000,000

福祉基金 252,836,113

国庫補助金等特別積立金 102,539,199

財政調整基金積立金 65,937,820

次期繰越活動増減差額 75,034,191

（うち当期活動増減差額）△11,301,298

純資産の部合計 498,347,323

負債及び純資産の部合計 607,526,301

（単位：円）

（単位：円）

資産の部 負債の部 純資産の部

●地域での支えあい活動の推進

　（第２期地域福祉活動計画の策定、地域福祉ワークショップ

　の開催、支えあい活動情報紙の発行）

●ふれあいサロン実施の支援

●町内会等による除雪要支援世帯に対する除雪支援

活動への助成（登録団体：11団体「内、2団体へ助成」）

●福祉情報の提供

　（社協だより発行６回、ホームページ開設、声の広報）

●心配ごと相談所の開設（相談件数延べ 463件）

●歳末たすけあい運動の実施（872名に激励金を贈呈）

●介護機器貸し出し事業の実施（貸出件数延べ 696件）

●地域活動支援センターチャレンジランドの運営
　（延べ143回開催、利用者延べ 1,189名）

●生活あんしん相談室の設置運営
　（相談件数延べ 2,415件、内、久慈市 1,700件）

●理事会5回、評議員会2回、定例監査、出納調査3回

●鯉のぼりフェスティバルの開催（14保育園 318名）

●寺子屋合宿の開催（小学生 70名、ボランティア 48名）

●福祉作文コンクールの実施（応募作品 45編）

●福祉教育出前講座の実施（実施校延べ 27校）

●総合福祉センターの管理運営

●「福祉の村」、「屋内温水プール」、「山形老人福祉

センター」の管理運営（指定管理）

●生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業
　（相談件数延べ 286件、貸付件数 50件）

会の運営

福祉教育

ふくしサロン「しあわせＳＵＮ」の運営

施設の管理運営

貸付事業

地域福祉事業の推進

生活困窮者自立相談支援事業（久慈市、管内町村）

●「しあわせSUN ご近所介護ステーション」
　（高齢者デイサービス利用者延べ 1,944名）

●「しあわせSUN つどいの広場」
　（子育て親子の交流、相談会等　親子利用者延べ 6,043名）

ボランティア事業
●ボランティア活動センターの運営
　（ボランティア登録 35団体 1,985名）

●災害ボランティア活動の推進
　（関係機関連絡会議、ボランティア派遣２件 28名）

●ボランティア保険料（半額）の助成（458名）

●地域ボランティア活動助成事業の実施
　（助成団体３団体）

●手話等各種教室、集いの開催（参加者延べ 99名）

●あんしんサポート事業の実施
　（家事援助サービス等利用件数延べ 383件）

●ふれあい福祉まつりの開催（参加者 2,134名）

●敬老会事業（対象者数 6,006名）

●いきいきシニアスポーツ大会（参加者 454名）

●白樺大学（高齢者講座）の開催（参加者延べ 555名)

●元気の泉在宅介護支援センターの運営

●生活支援相談員設置事業
　（訪問延べ 349世帯、地区サロン延べ 99回）

●精神障害者社会適応訓練（2名、延べ 23日受入）

●日常生活自立支援事業（あんしんねっと）の実施
　（久慈市利用契約件数 67件、相談件数延べ 2,580件）

受託事業

●権利擁護の取り組みの推進
　（推進委員会・実務者研修会）

●苦情解決事業、第三者委員の設置
　（苦情申し立て件数 ０件）

●福祉基金の積立及び利息の活用
　（28年度末現在高252,836,113円、地域ボランティア活動3団

　　体へ助成）

●共同募金運動の促進

その他の事業

●ケアプラン作成（延べ 3,779件）

●要介護認定訪問調査（延べ 154件）

●介護予防プラン作成（延べ 264件）

居宅介護支援事業

　平成 27 年度は、「地域での支えあい活動の推進」、「東日本大震災被災世帯の生活復旧復興の

支援」、「生活困窮者自立相談支援事業の受託実施」、「権利擁護の取り組みの推進」を重点事業に、

久慈市をはじめ関係機関・団体と連携を図りながら地域の皆さんの参加・協力をいただきながら、

各種事業を展開しました。

　地域での支えあい活動の推進は、第２期地域福祉活動計画を策定したほか、町内会等による除

雪要支援世帯に対する除雪支援活動への助成、地区ふれあいサロンの集いの開催など地域での取

り組みを推進し、被災者支援においては、生活支援相談員による訪問活動や被災地区サロンの開

催により、被災世帯の状況把握や心のケアに努めました。また、27 年度から久慈市及び岩手県

より生活困窮者自立相談支援事業を受託し、生活困窮者の相談に応じ必要な情報提供や助言、支

援計画の作成など関係機関と連携を図りながら、自立に向けた支援を実施したほか、久慈管内の

関係機関と連携を図りながら、権利擁護推進委員会や実務者研修会を開催し、権利擁護の普及啓

発を図りながら権利擁護を推進・支援する組織の立ち上げを目指した取り組みを推進しました。

　主な事業内容は次のとおりです。

平成27年度

久慈市社協 事業報告
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平成28年度

久慈市社協 事業計画

◇権利擁護の取り組みの推進

◇介護予防・日常生活支援総合事業への取り

　組みの推進

◇苦情解決事業、第三者委員の設置

◇福祉基金の積立及び利息の活用（地域活動助成）

◇共同募金運動の促進

◇寺子屋合宿の開催

 （小学生対象の１泊２日の体験学習）

◇福祉作文コンクールの実施

◇鯉のぼりフェスティバルの開催

◇福祉教育出前講座の実施

◇生活あんしん相談室の設置運営

◇支援調整会議の開催

◇生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業の実施

◇総合福祉センターの管理運営

◇「福祉の村」、「屋内温水プール」、「山形老

人福祉センター」の管理運営（指定管理）

◇地域での支えあい活動の推進

 （地域支えあい研修会開催、情報紙の発行等）

◇ふれあいサロン実施への支援

 （訪問、地区集いの開催）

◇町内会等による除雪要支援世帯に対する除雪支援

活動への助成

◇福祉サービス情報の提供

◇心配ごと相談所の設置運営

◇歳末たすけあい運動の実施

◇介護機器貸し出し事業の実施

◇地域活動支援センターチャレンジランドの運営

◇ボランティア活動センターの設置運営

◇災害ボランティア活動の推進

◇ボランティア保険料（半額）の助成

◇地域のボランィア活動への助成

 （福祉基金利息活用）

◇あんしんサポート事業の実施

 （ボランティアによる家事援助等）

◇ふれあいサロンの集いの開催

◇福祉まつりの開催

◇敬老会事業の実施

◇いきいきシニアスポーツ大会の実施

◇高齢者生きがいづくり事業（白樺大学）

◇地域包括支援センターブランチ事業の実施

◇生活支援相談員設置事業の実施

◇精神障害者社会適応訓練事業の実施

◇日常生活自立支援事業（あんしんねっと）

の実施

その他の事業

福祉教育

　生活困窮者自立相談支援事業
（久慈市及び管内町村）の実施

貸付事業

地域福祉事業

ボランティア事業

受託事業

◇要介護認定調査の受託・実施

◇介護予防プラン作成の受託
施設の管理運営

居宅介護支援事業の実施

いきいきシニアスポーツ大会

手話入門教室

平成28年度　一般会計予算

（単位：千円）

その他
（予備費、貸付事業など）

2,922(1.1％）

人件費
174,873
(64.1％）

助成金
10,654
(3.9％）

合　計

272,704

合　計

272,704

事業収入
10,050
(3.7％）

共同募金配分金
9,369(3.4％）

経常経費補助金
43,123
(15.8％）

会費
10,677(3.9％）

事務費
14,698
(5.4％）

積立預金取崩
19,947(7.3％）

介護保険
70,312

(25.8％）

受託金
100,488
(36.8％）

寄付金
660(0.2％）

積立預金積立金
10(0.0％）

共同募金
配分金

9,369(3.4％）

当期末支払資金残高
（29 年度へ繰越）

6,640(2.4％）

事業費
53,538
(19.6％）

収　入 支　出
その他（受取利息配当金、貸付事業など）

910(0.3％)

前期末支払資金残高（27年度より繰越）

7,168(2.6％）

　「ふれあい　ささえあい　いきがい」を基本方針に、全ての市民が、住みなれたまちで健康で

生きがいが感じられ、ふれあい、ささえあいを大切にする地域社会の実現に向けて、第２期社協

地域福祉活動計画に基づき、地域での支えあい活動をより推進していくとともに、東日本大震災

被災世帯の生活復旧復興の支援、権利擁護の取り組みの推進のほか、生活困窮者自立相談支援事

業による生活困窮者の支援を推進します。

◇「しあわせＳＵＮご近所介護ステーション」の運営

◇「しあわせＳＵＮつどいの広場」の受託・運営

ふくしサロン「しあわせＳＵＮ」の運営
ふれあいサロン（麦っ娘）



社協だより 6社協だより7

○　地域での支えあい活動の進め方（イメージ）

　地域座談会の開催
　地域の福祉課題をみんなで共有します

例えば…
・　高齢者世帯の除雪のこと
・　若者の町内会活動への参加が少ない
・　子どもの見守りのこと
・　近所付き合いが薄れている
・　地域から孤立している人がいる　などなど

　解決に向けみんなで話し合います

　地域での支えあい活動を始めます

☆　みんなが集まれる「ふれあいサロン」にしましょう
　　料理づくりなどを通じて多世代と交流できるサロン、支援が必要な人も参加できるサロン
☆　災害時要援護者の支援をしましょう
　　市と地域で要援護者名簿を共有し、地域で支援の方法を考えてみましょう
☆　地域を支えるあんしんサポーターになろう
　　買い物代行や除雪など、支援が必要な人の手助けをしましょう
☆　子どもたちが福祉を学べる機会を増やそう
　　世代間交流や地域活動への参加など、時代を担う子どもたちの「福祉のこころ」を育みましょう

～ 社協会費へのご協力のお願い ～
一世帯１,０００円のご協力をお願いいたします。
ふくしのまちづくりのための貴重な財源として活用させていただきます。

　久慈市社会福祉協議会（社協）は、「誰もが参加し、支えあい、共に創ろう　ふくしのまち」
を基本目標に、各種事業を展開しております。
　全ての市民が、住みなれたまちで健康で生きがいを感じ、ふれあい、支えあいを大切にする
地域社会の実現に向けて、地域での支えあい活動の推進を図るとともに、東日本大震災被災世
帯の生活復旧・復興の支援、生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者の自立支援を推進して
まいります。
　活動を支える財源は、市民の皆様からご協力いただいている会費や寄付金、久慈市からの補
助金や委託金、共同募金からの助成金のほか、介護保険事業による自主財源の確保にも努めて
おります。〔４～５ページの事業計画と予算もご覧ください〕
　今年度も昨年同様、一世帯 1,000 円の会費を福祉委員（行政連絡区長）さんを通じてお願
いしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
　なお、東日本大震災で被災された世帯（津波により家屋が全壊・半壊した方や失業・収入減
などの間接的な被害を受けた方）につきましては、可能な範囲（納入見送りでもかまいません）
でご協力くださいますようお願い申し上げます。

●平成 27年度社協会費の実績報告

　地域福祉活動計画は、地域福祉を推進するための取組内容を示した計画で、久慈市が策定した久慈市地域

福祉計画と連携した計画です。地域での福祉活動が推進されるよう各種事業を展開します。

　また、町内会等で福祉課題について相談したい・課題解決に向けた取組を進めたい・福祉の研修会を開催

したいなど、福祉について地域の皆様と一緒に考えていきたいと思いますので、お気軽にご連絡ください。

━━━　地域福祉活動計画は、赤い羽根共同募金の助成を受けて策定しました　━━━

連絡先　社協本所  ☎53－3380

第２期 地域福祉活動計画を策定しました!!

基本理念　共に支え、元気と安らぎあふれるまちづくり

基本方針　・進んで参加し、共に支えあう福祉のまちづくり

　　　　　・地域の結び付きを深め、近隣同士が集まるまちづくり

　　　　　・垣根を超えて相談・支援ができるまちづくり

福 祉

・老人クラブ活動の支援

・高齢者の見守り活動

・敬老会の開催

・除雪

・ゴミ出し支援

・ふれあいサロン

・あんしんサポーター登録

・地域見守り活動

・健康診断への声かけ

・災害時要援護者

　の支援者

子ども育成部高齢者支援部 地域福祉部

・入学を祝う会

・スクールガード

・子育て世帯の見守り

・学校・保育園との交流

たとえば、こんな福祉コミュニティ
があるよ

福 祉福 祉福 祉

被災地住民支え合い活動
　　助成事業の報告

　平成27年度に岩手県共同募金会から湊中

下公民館（代表  七十苅 良一）が、東日本

大震災被災地の復興に向けて人のつながり

を育み、地域復興に向けた取り組みを支援

する「被災地住民支え合い活動事業」の助

成を受け、湊中下町民親睦交流会を実施し

ました。

　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、次の２団体に備品整備費として総額20

万円を助成することに決定しました。

　今回の助成は平成27年度に皆様からご協力いただい

た赤い羽根共同募金が活用されるものです。

●ふれあいサロンほほえみ

　長内町（代表 石川 京子）

　事業名：交流会用機器整備事業

　整備品：電子レンジ、ポット、電気ストーブほか

●畑田沢里町内会（会長 下平 弘)

　事業名：町内会交流活動用備品整備事業

　整備品：暖房設備

平成28年度  久慈市共同募金委員会
助成事業助成団体決定
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お知らせ・ご案内

◇日　　時：７月27日（水）10時～11時30分

◇場　　所：山形老人福祉センター

◇内　　容：講　話「山形町の歴史における特徴」

　　　　　　講　師　元山形村史編さん委員会

　　　　　　　　　　　委員長　嵯　峨　力　雄　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：７月21日（木）までに

　　　　　　社協山形事務所（☎72－2800）へ

◇日　　時：８月31日（水）10時～13時

◇場　　所：山形老人福祉センター

◇内　　容：実　技

　　　　　　「バランスばっちり！お手軽減塩料理」

　　　　　　講　師　久慈市食生活改善推進員協議会

　　　　　　　　　　山形地区会員

◇対象対象：市内に居住している中、高齢者

◇参 加 費：500円（材料代として）

◇申し込み：８月23日（火）までに

　　　　　　社協山形事務所（☎72－2800）へ

※　エプロンと三角巾をご持参ください。また、各家

庭のみそ汁塩分濃度を測定しますので、タッパーな

どに少量（50㏄程度）のみそ汁（汁のみ）もご持

参ください。

◇日　　時：７月20日（水）９時～12時

　　　　　　※雨天の場合　7月26日（火）に延期

◇場　　所：久慈市民マレットゴルフ場

◇参加資格：市内に居住している高齢者

◇定　　員：40名

◇参 加 費：無料

◇申し込み：７月６日（水）までに

　　　　　　社協本所（☎53－3380）へ

生きがいづくり教室

いきいき料理教室

健康づくり事業「マレットゴルフ講習会」参加者募集

・絵本読み聞かせ「よんで！よんで！！」

　7／1（金）・8／5（金）・9／2（金）

・スマイル子育て相談会

　7／15（金）・8／19（金）・9／16（金）

・親子あそびの講習会「SUNSUNひろば」

　7／8（金）・8／12（金）・9／23（木）

・まちの保健室（健康相談）

　7／8（金）・8／8（月）・9／8（木）

◇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

おもちゃマーケット ご案内の

　しあわせSUN  №40（28年3月号）の平成27年度赤い羽根共同募金
運動の報告に誤りがありました。正しくは次のとおりです。おわび
して訂正します。
○２ﾍﾟｰｼﾞ　職域募金　久慈琥珀  →  琥珀会

訂正のうえ、会社・企業・団体等の区分から官公署・
病院・施設の区分へ

○３ﾍﾟｰｼﾞ　法人募金　木地谷板金  →  (有)木地谷鈑金

　つどいの広場では８月のヤマセあきんど祭

りに併せて「おもちゃマーケット」を行いま

す。皆様からご寄付いただいたおもちゃなど

を多数販売いたしますので、ぜひご参加くだ

さい。

◇日　時：８月６日（土）～８月８日（月）

　　　　　17時30分～20時

◇場　所：

　しあわせSUN

　つどいの広場

昨年度のおもちゃ
　マーケットの様子

社協だより 8

鯉のぼり
　 フェスティバル

　４月２６日に福祉の村で「鯉のぼりフェスティバル」を開催し

ました。

　市内１５カ所の保育園や児童館の子ども達約３２０名が参加。

みんなで「よいしょ！よいしょ！」とロープを引っ張り約１００匹

の鯉のぼりを掲揚しました。

　鯉のぼりの一部は、市民の皆様からご寄付いただいたものです。

ご寄付いただいた皆様、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
（平成 28 年 3月から平成 28 年 6月まで）

（平成２８年６月２２日現在）

　平成２８年４月に発生し大きな

被害をもたらした「平成２８年熊

本地震災害」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。

　ご協力いただいた皆

様、ありがとうござい

ました。

・ 日本地下石油備蓄 久慈事業所

・ 久慈市ボランティア連絡協議会

・ 小野寺 賢吾

・ 黄川田 仁

・ 久慈市教育委員会事務局

・ 昭和４７年度三崎中学校還暦卒業生一同

・ ＮＰＯ法人いわて翼の会 県北ブロック有志

・ 久慈高校生徒会

・ 夏井中学校生徒会ボランティア委員会

・ インテリア仙台・デイサービスカローレ

・ 久慈中学校

・ 宇部小学校児童会

・ 協同組合  久慈銀座商店会

・ 久慈市社会福祉協議会

・ 募金箱（久慈市総合福祉センター）

・ 平成２８年熊本地震義援金（平成２９年３月３１日まで）
・ 平成２８年４月地震大分県被災者義援金（平成２８年９月３０日まで）

災害義援金
受付中

 37,375円
 194,926円
49,622円
611円

27,500円
11,741円
5,000円
18,959円
20,658円
10,662円
33,105円
6,491円
30,000円
16,300円
8,635円

　前号で食料品の提供をお願いしたところ、１２件・

９７品のご寄付をいただきました。

　いただいた食料品は、NPOフードバンク岩手にお届

けしたほか、一部を当協議会で保管し市内の生活に困

窮している方へお届

けしながら必要な支

援を行うことができ

ました。ご協力いた

だいた皆様、ありが

とうございました。

（敬称略・順不同）

◆食料品

●曹洞宗總和会岩手県支部
40,000円

●門前青年会いちょう会
20,000円

●ホットタウン　 10,000円

（敬称略）
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　高齢者講座「白樺大学」は、高齢者の健康維持、生きがいづくりを目

的に市内の概ね60歳以上の方を対象として、開講式・閉講式、課外学

習のほか市内６地区を会場に地区学級を開催しており、８月～２月にか

けて全９回開催いたします。

　多くのご参加をお待ちしております。

■開講式・全体学習会

　◇日　　時　８月５日（金）10時30分

　◇健康講話 「笑いヨガ」（実技）

　◇講　　師　はぴらき健康倶楽部

　　　　　　　　主宰　釜澤　俊一　氏

　◇場　　所　山形老人福祉センター

　◇参 加 費　無料

　◇そ の 他　久慈市役所から送迎バスを配車し

　　　　　　　ます。（出発９時30分）

　◇申 込 み　７月22日（金）までに

　　　　　　　社協本所☎53－3380 又は

　　　　　　　社協山形事務所☎72－2800まで

■平成28年度の開催計画（予定）

平成28年度

日　程 学　習　内　容 開催地区

８月５日 健康講話「笑いヨガ」 開講式・全体学習

８月下旬 久慈港湾口防波堤見学会 課外学習

９月中旬 料理教室 夏井地区

10月中旬 体力測定会 山根地区

11月上旬 侍浜町老連結成30周年のあゆみ 侍浜地区

11月下旬 ハイゼックスを使った炊き出し 山形地区

12月中旬 しめ飾り講習会 小久慈地区

１月中旬 講話（調整中） 河北地区

２月24日 健康講話（調整中） 閉講式・全体学習※興味のある講習会や身近な地区だけの参加も可能です。

福祉の村屋内温水プールからのお知らせ

 「親子レッスン」開催のお知らせ １ヵ月シニアフリーパス券

◎日　　時　毎月第３土曜日  １０：３０～１１：３０
◎対象・定員　就学前児童（３歳～６歳）とその保護者
　　　　　　１教室１０組（定員になり次第締切）
　　　　　　※当日申し込み可
◎入 場 料　１教室につき５００円（指導料は無料）
　　　　　　※就学前児童 1名、保護者 1名、1回分
　　　　　　　の入場料になります。
　　　　　　※ 3 名以上の場合、就学前児童 1 名に
　　　　　　　つき３００円、保護者 1名につき５００
　　　　　　　円を加算します。
◎指導内容　水慣れ・水遊び、基礎水泳

ポイント付与期間：平成２８年７月１日～８月３１日
◎対象　中学生以下
◎内容　１回利用ごとに１ポイント贈呈。３ポイン
　　　　トで次回のご利用が無料になります。
　　　　※無料分の有効期限：平成２８年９月３０日

夏休みポイントカードキャンペーン

申し込み・問い合わせ

福祉の村屋内温水プール　☎５３－９２９２

高齢者講座「白樺大学」のご案内高齢者講座「白樺大学」のご案内

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助成金の一部をあてて発行しています

ファミリー割引入場券

◎販売期間　平成２９年３月３１日まで
◎対　　象　保護者（１８歳以上）と小学生以下のペア
◎入 場 料　ペアで５００円（通常８００円）
　　　　　　※３名以上からは通常料金となります。
　　　　　　　（保護者１名５００円　小学生以下１名
　　　　　　　３００円）
　　　　　　※保護者の方も水着・水泳帽子の着用が
　　　　　　　必要になります。

◎販売期間　平成２９年２月２８日まで
◎対　　象　満６０歳以上の方
◎料　　金　４,０００円
◎有効期限　購入日を含む３０営業日
　　　　　　※有効期限内は何度でもご利用できま
　　　　　　　す。
　　　　　　※親子レッスンを除く各教室（成人レ
　　　　　　　ッスンや楽々ウォーキングなど）に
　　　　　　　もご利用できます。
　　　　　　　各教室の詳しい内容は窓口又はホー
　　　　　　　ムページでご確認ください。
　　　　　　※購入の際は、本人・年齢確認ができ
　　　　　　　るものをお持ちください。

７月～８月は９時開館となります。７月２０日～８月１７日までの夏休み期間は休まず営業いたします。




