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No.164
この「きたかみ福祉だより」は赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。

主な内容 ●赤い羽根共同募金運動について　●各種講座、イベント参加者募集

●北上市社会福祉協議会ホームページも
　ぜひご覧ください。
http://www.kitakami-shakyo.jp/北上市社会福祉協議会　電話６４－１２１２

●当広報紙内で、問い合わせ先電話番号の記載がない
　記事については、全て下記にお問い合わせください。

編集発行
社会福祉法人 北上市社会福祉協議会
〒024-0012 北上市常盤台二丁目１番63号

TEL 64-1212  FAX 64-7580
E-mail shakyou@kitakami.ne.jp

ホームページhttp://www.kitakami-shakyo.jp/

編集発行
社会福祉法人 北上市社会福祉協議会
〒024-0012 北上市常盤台二丁目１番63号

TEL 64-1212  FAX 64-7580
E-mail shakyou@kitakami.ne.jp

ホームページhttp://www.kitakami-shakyo.jp/

平成29年 9月8日 発行

平成28年度に皆さんからお寄せいただいた
募金は、15,553,375円になりました。
ご協力ありがとうございました。

①北上市の福祉の向上に役立ちます
北上市の地域福祉活動の充実に役立っています。
北上市内でご協力いただいた募金の約 70％は北上市で活用されます。
②岩手県の福祉の向上に役立ちます
県内 33 市町村でご協力いただいた募金は、岩手県内の福祉活動に役立っています。北上市内でご協力い
ただいた募金の約 30％は岩手県全体で活用されます。
③災害時に役立ちます
災害ボランティアセンターの設置や運営のため、災害準備金として、いざという時に備えています。

　北上市の平成29年度目標額は、15,710,000円
　　　　　  ○一般募金　　　　　12,348,000円
　　　　　  ○歳末たすけあい募金　3,362,000円

　10 月 1 日（日）から 3 日（火）及び 5 日（木）から 8 日（日）まで市内スーパーなどにおいて街頭募
金を実施します。街頭募金は、これから赤い羽根共同募金運動が始まることを皆さんにお知らせする機会
も兼ねて毎年実施しており、市内約 30 団体に街頭募金ボランティアとしてご協力をいただいております。
実施場所…北上市役所、さくら野百貨店北上店、江釣子ショッピングセンターパル、イオン江釣子店、マッ

クスバリュ北上店、ビッグハウス北上店
　※赤い羽根は募金をした目印でもあります。赤い羽根をお持ちの方は、ぜひ着用し一緒に運動を盛り上げましょう。

《オープニング街頭募金を実施します！》

　●戸別募金…地域の各家庭にご協力をいただいております。
　●法人募金…企業・団体などにご協力をいただいております。
　●街頭募金…スーパーなど人の集まる場所で、募金への協力を呼びかけます。
　●学校募金…学校を通じ、児童・生徒の皆さんに募金への協力を呼びかけます。
　●職域募金…企業の従業員の方などに職場での募金をお願いしております。
　●その他…個人での募金やイベント募金など
　　このほか、募金付き自動販売機など、普段の買い物が募金につながることもあります。

《さまざまな募金の方法があります》

《皆さんのやさしい気持ち（募金）は…》

　10月１日から赤い羽根共同募金運動がはじまります。赤い羽根共同募金は、高齢者や障がい者、
子ども達などを支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。また、東日本大震災や昨今の豪
雨・台風などの大規模災害時には「災害ボランティアセンター」の設置や運営経費に役立てられ、
被災地支援活動を支えています。今年も皆さんの温かいご支援をお願いします。

いつでも、誰でも協力できる、募金付き自動販売機を設置してみませんか？
法人募金や募金付き自動販売機の設置にご協力いただける企業・団体の方は、
ぜひご連絡ください。（担当　総務課）

日　時：10 月 26 日（木）午前 9時 30分から正午
※都合により日程を変更していますの
でご留意ください。

内　容：キャップハンディ体験支援ボランティア
　　　　について（講義・演習）
●会　場：北上市総合福祉センター　２階研修室
●参加対象：福祉やボランティア活動に関心のある市民（大人）
●定　員：20名程度
●参加費：無料
●服装・持ち物：動きやすい服装、上履き
　　　　　　　　（かかとのあるもの。スリッパ・サン
　　　　　　　　　　 ダル不可）、筆記用具、飲み物
●申込締切：10 月 12 日（木）までに地域福祉課へ
　　　　　　お申込みください。

ボランティア活動応援講座
の開催について

第24回

北上市ふれあいスポーツ大会
　障がいの有無に関わらず、誰でも楽しめる運動
会です。昼食に豚汁とおにぎりを用意します。
北上市民であれば、どなたでも参加できます。

日　時：10 月７日（土）
　　　　午前 10時から午後２時 30分
場　所：北上市総合体育館大アリーナ
　　　　※上履き・靴袋をご用意ください。
参加費：150 円（昼食代含む）
申込み：９月 20 日（水）までに下記実行委員会
　　　　事務局へお申込みください。
　　　　ふれあいスポーツ大会実行委員会事務局
　　　　電話兼 FAX　64-5028（高橋）

　今回は、ポップサーカス仙台公演と
三井アウトレットパーク仙台港に出か
けます。詳細やお申込みについては、
きたかみ福祉だより１０月号（１０月
１３日発行）およびホームページでお
知らせします。

ひとり親家庭ネットワーク事業予告

親子すまいるハイキングは
11月18日（土）！

傾聴ボランティア公開講座・養成講座の開催について
主催：傾聴ボランティアきたかみ／共催：北上市社会福祉協議会

　悩みや不安を抱えながら頑張っていらっしゃる方々の色々な想いやお気持ちを聴かせていただきながら
共感して差し上げることの出来るボランティアの養成講座です。

障がい者等リフレッシュ事業

ふれあい交流会参加者募集！
障がい者等リフレッシュ事業

ふれあい交流会参加者募集！
日　時：10月 20 日（金）
　　　　午前10時30分から午後２時30分（予定）
場　所：北上市総合福祉センター
参加費：1,000 円
対　象：北上市内在住の障がい者とその家族、
　　　　介護者
定　員：40 名程度
申込み：10 月 11 日（水）までに地域福祉課へ
　　　　お申込みください。

場　所

対　象
持ち物

申込み

講　師

生涯学習センター第１学習室
（北上市大通り一丁目 3-1 おでんせプラザぐろーぶ３階）

傾聴ボランティアに関心のある方
筆記用具

北上市総合福祉センター２階研修室
（北上市常盤台二丁目 1-63）

市民、介護および福祉関係者を対象に実践研修
筆記用具、受講料、昼食、飲み物

受講料 無　料 2,000 円（テキスト代含む）

各日 60名（定員を超える申込みがあった場合は抽選となります。）
９月 25日（月）正午までに地域福祉課へ申込書を提出してください。申込書は当協議会ホームページからダウンロードできます。

日　時 10/7（土）午後３時～５時 10/8（日）、14（土）、15（日）午前 10時～午後５時

講座内容 ②傾聴ボランティア養成講座

定　員
NPO法人ホールファミリーケア協会　理事長　鈴木絹英氏

①公開講座 「傾聴活動がなぜ必要か！
  目指すべき傾聴活動」

※傾聴ボランティア養成講座を受講された方を対象に、2/3（土）、4（日）、10（土）、11（日）にスキルアップ講座を開催します。

募金委員会事務局（北上市
総合福祉センター内）また
は街頭募金に 500 円以上
の募金をされた方には、

「赤い羽根 × そばっち」のピンバッジを希望
により差し上げます。（限定100個となります。）
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