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（令和２年７月）

№

社協だより

はなだてサロンでは、コロナ禍の中でも感染防止
をしながら、月１回ふれあいサロンを開催。

令和２年度
久慈市共同募金委員会助成事業の助成団体決定

「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４団体に備品整備費などとして
総額２７万５千円を助成することに決定しました。
この助成は令和元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。

●はなだてサロン●

●外屋敷町内会たぐきりサロン●

夏井町（代表 田村律子）

侍浜町（代表 久慈トシ子）

事業名：ふれあいサロン支援事業
整備品：スカットボール、ビーンボーリング

事業名：ふれあいサロン支援事業
整備品：オーブンレンジ、ＣＤラジカセ

●ほっこりサロン●

●半崎サロン●

長内町（代表 日影るり子）

夏井町（代表 宅石幸一郎）

事業名：ふれあいサロン支援事業
整備品：オーブンレンジ、炊飯器、
ホットプレート、ポット

事業名：ふれあいサロン支援事業
整備品：輪投げ、電気ケトル

久慈市社協では、地域での支えあい活動の一つとしてふれあいサロン活動を進めています。
現在、市内には９０ヶ所の「ふれあいサロン」があります。立ち上げ相談や活動費の一部助成
などを行っていますので、お気軽にお問合せください。（地域福祉課 ☎５３－３３８０）

主な内容
２～３㌻ … 令和元年度事業報告・決算
４～５㌻ … 令和２年度事業計画・予算 ほか
６㌻ … 生活福祉資金、出張相談、マスク等寄付募集

７㌻
８㌻
９㌻
10㌻

…
…
…
…

ボランティア活動助成決定、追加募集 ほか
食品提供のお願い、成年後見センターのご案内 ほか
お知らせ・ご案内
社協会費のお願い、プールからのお知らせ

令和元年度

久慈市社協事業報告

令和元年度は、基本方針に掲げた「地域での支えあい活動の推進」「久慈地域成年後見センター事
業」「生活支援・介護予防体制整備事業」「生活困窮者自立相談支援事業」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住民の参加・協力を得て、子どもから高齢者まで幅広く事業
を展開しました。特にも、令和元年台風第19号による災害においては、久慈市等関係機関と連携しな
がら災害ボランティアセンターを設置し、被災された方が早期に平常時の生活に戻れるよう支援活動に
努めました。
そのほか、児童生徒を対象とした福祉教育の推進に努めたほか、指定管理者受託事業（１年目「指定
期間５年」）においては、「福祉の村」等の施設管理や自主事業の実施など、これまでの実績をふまえ、
改善を図りながら事業を推進しました。
以下、主な事業内容は次のとおりです。

会の運営

しあわせＳＵＮ つどいの広場の運営

●理事会４回、評議員会１回、定例監査、出納調
査３回、評議員選任・解任委員会１回

●子育て親子の交流、相談会等

地域福祉事業
●地域での支えあい活動の推進
（地域福祉講演会の開催、ふれあいサロン実施支援「実施
経費の一部助成、訪問相談支援等」、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９団体の
内、２団体へ助成」）

●福祉情報の提供
（社協だよりの発行「４回」、ホームページの更新「毎月・随
時」、声の広報「24回」）

●歳末たすけあい運動の実施（762名に激励金を贈呈）
●介護機器貸し出し事業（貸出件数延べ 477件）
●地域活動支援センターチャレンジランドの運営
（延べ 140回開催、利用者延べ 1,234名）

受託事業
●日常生活自立支援事業
（久慈市利用契約件数 70件、相談件数延べ 2,267件）

（親子等利用者延べ 5,881名）

福祉教育
●鯉のぼりフェスティバルの開催
（14保育園 227名）

●寺子屋合宿の開催（小学生 45名、ボランティア 32名）
●福祉作文コンクールの実施（応募数 46編）
●福祉教育出前講座の実施
（小学校等に出向き車いす体験等延べ 33回）

ボランティア事業
●ボランティア活動センターの設置運営
（ボランティア登録 38団体・1,764名、ボランティア活動の連
絡調整延べ 230件）

●ボランティア保険料の一部助成（450名）
●地域ボランティア活動への助成
（助成団体５団体、助成総額 444,000円）

●敬老会事業（対象者数 6,207名）
●いきいきシニアスポーツ大会（参加者 460名）
●白樺大学の開催（参加者延べ 362名)

●手話入門教室の開催（参加者延べ 61名）
●あんしんサポート事業

居宅介護支援事業

●福祉バザーの開催

●ケアプラン作成（延べ 3,626件）
●要介護認定調査（延べ 109件）
●介護予防プラン作成（延べ 196件）

施設の管理運営
●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）

（有償ボランティアによる家事援助サービスの提供
延べ 733件）

利用件数

（台風の影響でふれあい福祉まつりを中止したことから、福祉
バザーのみ開催 来場者 330名）

●災害ボランティアセンターの開設運営（10/15～11/17）
（活動件数 249件、実働ボランティア数 1,779名）

●あんしんお手伝い教室の開催（参加者 17名）

生活困窮者自立相談支援事業（久慈市、管内町村）
●生活あんしん相談室の運営
（相談件数延べ 3,225件、内 久慈市 1,418件）
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久慈地域成年後見センター事業（久慈市、管内町村）

その他の事業

●運営委員会（２回）、ネットワーク会議（６回）の開催
●市民後見人フォローアップ研修の開催

●苦情解決事業及び第三者委員の設置
（苦情申し立て件数 ０件）

（全４回、受講者 27名）

●福祉基金利息の活用

●市民セミナーの開催（全２回、参加者 164名）
●相談支援の実施（延べ 209件、内 久慈市 128件）
●法人後見の実施（受任９名、法人後見審査委員会１回）

（元年度末現在 253,242,717円、地域のボランティア活動５
団体へ助成）

●共同募金運動の促進
●久慈地区広域社協連絡協議会事務局
●チャレンジド結いっこ・やませの里連絡協議会
への協力

貸付事業
●生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業
（相談件数延べ 218件、貸付件数 15件）

貸

借

対

資産の部

照

表

（令和２年３月31日現在）

負債の部

科

目

金

流動資産

額

科

41,587,513

現金預金

その他の固定資産

7,569,974

事業未収金

31,259,870

立替金

目

1,619,489

金

額

科

純資産の部
目

393,763,919 流動負債

構築物

598,000

事業未払金

機械及び装置

998,514

預り金

車輛運搬具

1,631,033

職員預り金

前払費用

305,180

器具及び備品

4,761,733

前受金

１年以内回収予定長期貸付金

833,000

ソフトウェア

0

退職手当積立基金預け金

57,294,200 固定負債

基本財産

141,899,713

退職給付引当資産

20,798,289

建物

139,899,713

福祉基金積立資産 253,242,717

定期預金

2,000,000

財政調整基金積立資産
資産の部合計

額

科

目

金

31,310,564 基本金

253,242,717

4,855 国庫補助金等特別積立金
1,576,602 財政調整基金積立金
329,369 次期繰越活動増減差額

93,445,562
54,439,433
64,720,380

8,149,521 （うち当期活動増減差額）
78,092,489

退職給付引当金
負債の部合計

額

2,000,000

21,250,217 福祉基金

賞与引当金

535,663,632

固定資産

金

純資産の部合計

45,688
467,848,092

78,092,489 負債及び純資産の部合計 577,251,145
109,403,053

（単位：円）

54,439,433
577,251,145

福祉基
金の
お知ら
せ

市民の皆さまや団体・企業等から寄せられた寄付金などを積み立てている
福祉基金は、令和２年３月31日現在、253, 242, 717円の積立額となりま
した。
令和元年度に積立額から生じた利息は、寺子屋合宿事業（子どもたちのボランティア体験）に活用
したほか、地域住民の生活を支援するボランティア活動に助成しました。

令和元年度

その他
（受取利息、
雑収入等）

会費 10,543,400(4.3％）

548,232(0.2％）
積立資産取崩
871,865(0.4％）
事業収入
9,551,320
（3.9％）

介護保険
58,414,184
（23.8％）

寄付金 439,385(0.2％）

前期末支払
資金残高
15,067,651
（6.2％）

収
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積立資産積立金
84,525(0.0％）

その他（負担金、固定資産取得等）
当期末支払資金残高
469,800(0.2％）
（令和２年度へ繰越）
17,593,470(7.2％）

共同募金配分金
3,048,000(1.2％）

（30年度より繰越）

経常経費補助金
45,434,373
（18.5％）

入

合計
245,042,686
受託金
92,825,589
(37.9％）

共同募金配分金
11,346,687
(4.6％）

資金収支計算書

助成金
10,460,560
（4.3％）
事業費
49,808,146
（20.3％）

支

出

合計
245,042,686

人件費
147,395,726
（60.2％）

事務費
16,182,459
（6.6％）
（単位：円）

令和２年度

久慈市社協事業計画

「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、地域、暮らし、生きがいを
共に創り高め合う地域共生社会の実現に向けて、各種事業を展開するとともに、地域での支えあ
い活動の推進、久慈地域成年後見センター事業、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制づ
くり事業、生活困窮者自立相談支援事業を重点事業として推進します。

地域福祉事業

法人後見事業

◇地域での支えあい活動の推進

◇法人後見の受任

◇ふれあいサロン実施への支援

◇法人後見審査委員会の開催

◇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
◇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

ボランティア事業
◇ボランティア活動センターの設置運営
◇ボランティア保険料の一部助成
◇地域のボランティア活動への助成
（福祉基金利息を活用）

◇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）

◇ふれあいサロンの集いの開催
◇災害ボランティア養成講座の開催

施設の管理運営
◇総合福祉センターの管理運営
地域活動支援センター

◇「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）

貸付事業
◇生活福祉資金（新型コロナウイルスの影響によ
る特例貸付を含む）、たすけあい資金貸付事業
の実施

地域共生社会の実現に向けた
包括的支援体制づくり事業

山形老人福祉センター自主事業

◇地域共生社会の実現に向けた包括的な相談支援
体制の推進

居宅介護支援事業

◇地域のニーズと資源状況の把握

◇要介護認定調査の受託・実施

◇関係者間のネットワークの構築

◇介護予防プラン作成の受託

社協だより 4

受託事業
◇日常生活自立支援事業（あんしんねっと）の
実施

生活困窮者自立相談支援事業
（久慈市及び管内町村）
◇生活あんしん相談室の設置運営

◇敬老会事業の実施

◇ネットワーク会議・支援調整会議の開催

◇高齢者生きがいづくり事業

◇出張相談会の開催（管内）

◇しあわせＳＵＮつどいの広場の受託・運営
◇久慈地域成年後見センター事業の実施

その他の事業
◇苦情解決事業及び第三者委員の設置
◇福祉基金利息の活用
（地域のボランティア活動への助成）

福祉教育

◇共同募金運動の促進

◇福祉作文コンクールの実施

◇久慈地区広域社協連絡協議会事務局

◇福祉教育出前講座の実施（車いす体験等）

◇チャレンジド結いっこ・やませの里連絡
協議会への協力

令和２年度
その他（受取利息配当金、貸付事業など）
790(0.3％)

会費
10,680(4.3％）

前期末支払資金残高（元年度より繰越）
8,054(3.2％）

寄付金
600(0.2％）

積立資産取崩
15,124(6.1％）
事業収入
10,974
(4.4％）

収
介護保険
52,448
(21.1％）

経常経費補助金
46,146
(18.6％）

入

当期末支払資金残高

その他

助成金
11,442
(4.4％）

事業費
52,565
(21.6％）

（予備費、貸付事業など）

940(0.8％）

支

出

合計
248,734

人件費
158,344
(64.8％）

事務費
17,409(5.7％）
（単位：千円）

（令和２年３月から令和２年６月まで）

（敬称略）

◆ボランティア・支え合い事業
●趣味の作品展示即売会出品者一同 ……… １７,８６０円
●ボランティアサークルホットタウン …… １０,０００円

◆福祉基金

●下野
●梶谷

洋勝 …………… ９,６００円
武由 …………… ５０,０００円

◆生活困窮者支援 ●匿名 ………………… １００,０００円
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3,934(1.1％）

共同募金
配分金
4,000(1.6％）

ご 寄 付 あ り がとうございました

◆物

（R 3年度へ繰越）

積立資産積立金
100(0.0％）

合計
248,734
受託金
94,802
(38.1％）

共同募金配分金
9,116(3.7％）

資金収支予算

資

●㈱小山組 ……… 次亜塩素酸水 20ℓ
●蒲野建設㈱ ……… マスク 4,000枚

20年以上にわたり軽トラッ
ク１台分のプルタブを集め
て寄付くださった下野様

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業により生活資金でお悩みの皆様へ

【生活福祉資金特例貸付のご案内】
緊急小口資金

■対

象

者

総合支援資金

休業などにより収入の減少が

■対

象

者

収入の減少や失業などにより

あり、緊急かつ一時的な生計

生活に困窮し、日常生活の維

維持のための貸付を必要とす
■貸付限度額

一世帯につき２０万円以内

持が困難となっている世帯。
■貸付限度額 単身世帯：月１５万円以内
二人以上：月２０万円以内

■据 置 期 間

貸付日から１年以内

■貸 付 期 間

原則３か月以内

■償 還 期 限

据置期間終了後２年以内

■据 置 期 間

貸付日から１年以内

■貸 付 利 子

無利子

■償 還 期 限

据置期間終了後１０年以内

■貸 付 利 子

無利子

る世帯。

※ 償還期限後は延滞利子が生じます。
※ 事前に電話でお問合せいただくようお願いいたします。

マスク

消毒液

アルコールティッシュ

出張福祉なんでも相談
の 寄付募集中！
ご家庭で使う予定のない未使用のマスク、消
毒液、アルコールティッシュを募集し、必要と
する地域福祉活動団体へ配布しますので、「家
に使う予定のないマスク、消毒液、アルコール
ティッシュがたくさんある」という方は、ぜひ
ご協力をお願いします！

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方や生
活上の心配ごと、困りごとなどについて、社会福祉士
など専門職員がお話を伺いながら一緒に考え、ご本人
が地域で安心して暮らすことが出来るように支援して
いきます。（相談無料）

■募集内容
※未使用品で汚れのないものに限ります。
①マスク：布製、不織布、ハンドメイド製も可
（絵柄の有無は問いません。
）
②消毒液：未開封
③アルコールティッシュ：未開封
■寄付方法
①久慈市社会福祉協議会 地域福祉課宛 に郵送
②久慈市社会福祉協議会本所、山形事務所、つ
どいの広場に設置した寄付用ボックスに投函

山形老人福祉
14:00～
山形地区
７月９日（木）
センター
15:30
夏井市民
14:00～
夏井地区
７月14日（火）
センター
15:30
大川目市民
14:00～
大川目地区
７月15日（水）
センター
15:30
【問い合わせ先】
社協本所
☎５
３－３
３
８
０
長内市民
14:00～
長内地区
７月17日（金）
センター
16:00
山根市民
14:00～
山根地区
９月８日（火）
センター
15:30
宇部市民
14:00～
宇部地区
９月10日（木）
センター
15:30
小久慈市民
14:00～
小久慈地区
９月16日（水）
センター
16:00
侍浜市民
14:00～
侍浜地区
９月18日（金）
センター
15:30

≪設置時間≫
本所、山形事務所 8：30～17：15
つどいの広場  10：00～15：00（火曜日定休日）

開催地区

会

場

開催日

時

間

【問い合わせ先】 社協本所 地域福祉課（旭町7-127-3） TEL５３－３３８０ FAX５２－７７１５
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久慈市社会福祉協議会 福祉基金助成事業

令和２年度 地域ボランティア活動助成事業助成団体決定
市民の皆さんなどからの寄付金を積立てている福祉基金の運用収益を活用して、地域での支えあい
活動を支援し、「共に支え、元気と安らぎあふれるまちづくり」を推進することを目的に、次の３団
体へ総額24万５千円を助成することを決定しました。
●おむすびむら食堂（代表 森 千賀子）
事業名：令和２年度子ども食堂開催事業

●やまね未来づくり会（代表 松野下 冨則）
事業名：高齢者支援ボランティア事業

●読み聞かせボランティアさざなみ（代表 滝沢 淳子）
事業名：読み聞かせボランティア事業

令和２年度 地域ボランティア活動助成事業を追加募集
福祉基金の運用収益を活用して、地域での支えあい活動に助成します。
◇対象団体

◇対象となる活動内容

町内会、ボランティア団体等のグループ

過去に助成決定を

受けた事業例

地域住民の生活を支援するボランティア活動（子
ども達が参加する活動も含む）

・会食・配食事業（高齢者や要援護者を対象に配食）
・おやつ配達事業（子ども達と一緒に高齢者宅へ配達）
・地域支えあい事業（地域で地域の方を支える体制づくり）
・支えあいマップづくりと配食事業（マップを活用した見守りと配食）
・高齢者等への声がけ見守り事業（高齢者等への声かけと見守り）
・子ども食堂開催事業（子どもの居場所づくりと食事の提供）

◇対象となる活動期間 令和３年３月31日まで
◇応募受付期間 令和２年７月15日まで
◇助成決定時期 令和２年７月

◇助成額 10万円まで（千円単位で助成）

◇対象経費、応募方法などの詳細はお問い合わせください。
【 問い合わせ先】 社協本所 ☎５３－３３８０

５２－７７１５

支え合いマップづくり
支え合いマップとは？？
50～80世帯の範囲内の地図を広げ、地域にお
ける『気になる人』を探し、その人と関わりの
ある人や機関等を線で結んだ地図です。
地域住民の関わり合いの実態や課題を把握し、
解決策を探る手法の一つです。

より良い 『福祉のまちづくり』 のため、
支え合いマップづくりをすすめています！
支え合いマップイメージ図

支え合いマップづくりの目的！
！
『福祉のまちづくり』への課題探し＋解決探し
地域の中で困っている人の把握や地域の課
題、その課題を解決するための策を地域の人
が主体となり考えていくために、地域の課題を
見える化する手法です。
費用は無料です。
町内会やサロンなどで作成できますので、
【問い合わせ先】 社協本所 地域福祉課 ☎５３－３３８０ FAX５２－７７１５
お気軽にお問い合わせください。
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食品提供のお願い
ＮＰＯ法人フードバンク岩手（盛岡市）は、生活に困窮している方を対象に、県内の個人・企業より
ご提供いただいた食料を無償で支援しています。例年、学校の夏休み等の長期休業期間中は食料支援件
数が増えますが、今年はコロナウイルスの影響により、さらに食料支援件数が増えることが見込まれま
す。多くの皆様のご協力をお願いします。

― 特にご提供いただきたい食品 ―
・お米、乾麺等
・レトルト食品、缶詰の保存食品
・離乳食、粉ミルク等

・ふりかけ等のおかず

※賞味期限が１ヶ月以上あり、未開封・破損して
いないもの、常温保存できるものに限ります
（生鮮食品はお預かりできません）
。

【寄付受付・問い合わせ先】 社協本所 生活あんしん相談室（久慈市総合福祉センター内）☎ ６１－３７４１

日常生活自立支援事業
愛称「あんしんねっと」
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。

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

もし、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）

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

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

［問い合わせ先］ 社協本所 地域福祉課 ☎５３－３３８０

成年後見センターの
ご案内
こんなことで困っていませんか

子供がいないので
将来認知症になった時
お金の管理などが心配

親が亡くなった後、障害
のある子供の財産管理を
誰に頼めばいいの？

障害年金で生活しているけど
通信販売で次々と不要なもの
を買ってしまい生活できない

成年後見制度を
利用するには
どうすればいいの

判断能力が低下し入院中
本人でなければ預金を引
き落とせないので入院費
の支払いができない

－問い合わせ先－
久慈地域成年後見センター
（久慈市社協内）
☎５３－３３８０
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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
・絵本の読み聞かせ会「よんで！よんで！
！」
7／3（金）・ 8／3（月）・ 9／4（金）
・つどいの会
7／１7（金）・ 8／28（金）・ 9／25（金）
・親子あそびの講習会「SUNSUN ひろば」
7／１0（金）・ 8／２1（金）・ 9／11（金）
・こはくのまちの保健室（健康相談）
7／8（水）・ 8／8（土）・ 9／18（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 つどいの広場
☎61－3933
※火曜日は定休日です

山形老人福祉センター自主事業

やまがたカレッジ 参加者募集
◇日
◇内
◇講

時：７月16日（木）14時～15時
容：講話「感染症と熱中症の予防と対策」
師：久慈市福祉事務所山形福祉室
主任保健師 上有谷 誠子 氏
◇場
所：山形老人福祉センター
◇参 加 費：無料
◆令和２年度開催計画
日

時

内

容 ・ 講

師

参加費他

８月５日
（水） 「ハイゼックス炊事体験」
10:00～13:00
久慈市赤十字奉仕団

米１合持参

11月19日
（木） 「ニュースポーツ交流会」
14:00～15:30
社協職員

参加費無料

12月17日
（木） 「郷土料理まめぶ作り」
５００円程度
10:00～13:00
谷地 ユワノ 氏
１月８日
（金） 「昔語り・方言クイズ」
10:00～13:00
今昔亭 光草 氏

米１合持参

２月18日
（木） 「男性限定料理教室」
５００円程度
10:00～13:00
社協職員

◇申込み：開催日の１週間前までに
社協山形事務所 ☎ 72－2800へ
＊日程・内容等は変更になる場合があります。
＊送迎バス等はありませんのでご了承ください。

ご寄付（鯉のぼり）
ありがとうございました
今年度の「鯉のぼりフェスティバル」は、新
型コロナウイルス感染予防のため中止しました
が、４月24日から５月14日まで福祉の村に鯉
のぼり約50匹を掲揚しました。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。

ねんりん講座のご案内
◆令和２年度開催計画
日

時

内

容 ・ 講

師

９月15日
（火）
10:30～12:00

た次の災害に対して、義援金を
募集しております。皆様のご協
力をお願いします。
■ 令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金
（令和２年８月31日まで）
■ 平成28年熊本地震義援金
（令和３年３月31日まで）
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所

７月20日
（月） 「昔話・方言クイズ」
語り部マイスター
13:30～15:00
今昔亭 光草 氏
８月25日
（火） 「認知症予防運動」
デイサービス
:
13 30～15:00
Calore 職員

各地で大きな被害をもたらし

場

久慈市
総合福祉
センター

「水害時の避難・家が
浸水した時の対応等」
やませデザイン会議
防災士 大向 昌彦 氏

◇対象者：市内在住の概ね60歳以上の方
◇定 員：50名（定員に達し次第締め切らせてい
ただきます。）
◇申込み：開催日の２週間前までに
社協本所   ☎ 53－3380
fax52－7715
＊コロナウイルス感染予防のためマスク着用でご参加く
ださい。
＊コロナウイルスの感染状況によっては、開催予定を変
更する場合があります。
＊10月以降の開催予定は次回しあわせＳＵＮ№58でご
案内いたします。

しあわせＳＵＮ

～ 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。
令和２年度は「地域での支えあい活動の推進」「久慈地域成年後見センター事業」「地域共生社会の実現に向
けた包括的支援体制づくり事業」「生活困窮者自立相談支援事業」を重点事業として推進してまいります。
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なお、災害等で被災された世帯、失業等で協力が難しい世帯につきましては、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。

００１４
久慈市旭町７
１２７

久慈市社会福祉協議会

３

－

業計画と予算もご覧ください〕
ご理解とご協力をお願いいたします。

発行／社会福祉法人

－

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
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、

〠０２８

－

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、

●令和元年度社協会費の実績報告

10,233 世帯より 10,232,400 円のご協力をいただきました。ご協力いただいた会費は、ふれあいサロ

ンやあんしんサポート事業など、地域福祉活動の財源として活用いたしました。ご協力ありがとうござ
いました。

福祉の村屋内温水プール（ショートプログラムのご案内）
コ

ー

ス

内

容

開催日時

ＴＥＬ ０１９４３３８０

スイムレッスン

レベルに応じてクロール・背泳ぎ・平泳
ぎ・バタフライの基礎を練習します。

火・木・土曜
13：30～14：00
火曜  18：30～19：00

アクアサーキット

有酸素運動と筋力トレーニングを交互に
行い、筋力・持久力を向上させるプログ
ラムです。

金曜  14：00～14：30

楽々ウォーキング

浮力を利用し、安全で効果的な全身運動
を行います。

火・木・土曜
10：30～11：00
水曜  19：00～19：30

インターバルウォーキング

脚力強化を目的に、３分ごとに早足と
ウォーキングを交互に行う、インターバ
ルトレーニング。

水曜  14：00～14：30
金曜  19：00～19：30

運動強度：★★★

運動強度：★☆☆

運動強度：★★☆

ＦＡＸ ７７１５

※各 コースは､月単位で申込出来ます。１カ月分の入
場料を、当月１回目の教室時にお支払い頂きます。
※前月末日までにご予約下さい。前月末日時点で、予
約数が４名以下の場合は、休講とさせて頂きます。
※シニアフリーパス券での参加も可能です。前月末日
までの事前予約制となります。
※３０分間のショートプログラム参加前後のプール利
用は、入場料の差額として２００円必要となります。

【問い合わせ】

対

象

１８歳以上

入場料

３００円
×
回数／月

夏休み子供会行事で
温水プールをご利用下さい！
・１０名以上のご利用で２５人乗りバスでの無料送
迎も行っております。
・１０名以上のご利用で団体割引となります。
※詳細については、窓口または電話にてお問い合
せ下さい。

福祉の村屋内温水プール ☎53-9292

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
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