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内容に関するお問合せ
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福祉基金（敬称略、7/26～8/25迄受付分）

北上市社会福祉協議会へ寄付
北上市地域婦人団体協議会･･････････････････60,000円
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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　●各種イベント参加者募集
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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。

　10月 1日（月）から 3日（水）及び 5日（金）から 8日（月・祝日）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、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。

《街頭募金を実施します！》

《皆さんのやさしい気持ち（募金）は…》

　10 月１日から全国一斉に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。

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！
心身に障がいをもつ方々を対象に、仲間とふれあい、親睦
を図ることを目的に交流会を開催します。レクリエーショ
ンやカラオケ、おいしい食事をお楽しみいただきます。 
日　時：10月26日（金）11：00～14：30
  ※北上市総合福祉センターを 9：30 に出発し、北上市の　
　  バスで会場に向かいます。途中、江釣子庁舎前、和賀庁　
　  舎前を経由します。
場　所：夏油高原スキー場 レストラン兎森
参加費：1,000円（昼食代の一部として）
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17日（水）までに地域福祉課へ

●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0197-64-1212

●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。

　●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》 　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」または「赤い羽根×ラガー

そばっち」のピンバッジを希望により

差し上げます。（各限定100個）

特別会員名簿（敬称略・50音順、8月25日迄受付分）
当協議会の「北上市の社会福祉・地域福祉の推進を図る」という目
的に賛同する企業・法人等を特別会員としており、会費の納入や事
業への参加により地域福祉の向上に寄与いただいております。

特別会員のお申込み・お問い合わせは、総務課まで

●㈱アイエムアイ　●㈲浅井自動車販売　●㈱アサヒテクノ
●㈲アセス　●安部医院　●㈱阿部製作所　●㈱アベヤス
●㈱市川製作所　●一心　●岩手基礎工業㈱　●㈱岩手給食
●岩手クロスタニン販売㈱　●㈱岩手ヤクルト工場
●㈱薄衣電解工業　●㈱エヅリコエンジニアリング
●江釣子ショッピングセンターパル　●㈱エネシス北上　
●㈱エレック北上　●㈲及川自工　●及川脳神経内科クリニック
●㈲桜舞　●小田島建設㈱　●㈱角弘北上支店　●㈱笠井
●㈲カトウ製作所　●　カネハラ　●㈱河口新聞店
●㈱北上オフィスプラザ　●北上ガス㈱　●北上歯科医師会
●北上商工会議所　●北上電工㈱　●北上ひまわり　
●北上プライウッド㈱　●㈱北上ヘルシー　●㈱北日本環境保全
●北日本重機㈲　●くさのイン北上　●㈱ケー・アイ・ケー　
●㈱ケディカ　●㈱小菅工務店　●㈱コセガワ　
●坂の上野・田村太志クリニック　●㈱佐藤組　●㈱佐藤薬局　
●㈱サンウェイザ・ジャポナイズリサージュ　●三陸菓匠さいとう北上本店
●スーパーオセン北上店　●㈱スパット北上　●㈲大坊製作所　
●高章洗染㈱　●㈱髙橋設計　●ダスキン北上支店　
●㈱千葉匠建設　●㈱ツガワ北上工場　●ＴＤＫ秋田㈱北上工場
●㈱東北永愛友商事岩手　●㈱東北佐竹製作所　●東北スイコー㈱
●東北電力㈱花北電力センター　●㈱東北ビルテック
●東北ユーロイド工業㈱　●㈲中神工務店　●㈱中村商会　
●なるいクリニック　●南部電気工事㈱　●日本ダボ㈱北上工場
●パンチ工業㈱北上工場　●㈱フジサキ　●ブランニュー北上　
●フルテック㈱北上営業所　●㈱ベルジョイス北上アピア店
●㈱北清物産　●ホテルシティプラザ北上　●㈱丸片ガス　
●㈱マルサ　●丸巳林産㈱　●㈱まるも　●㈲三田推進工業　
●みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱花北営業所　●㈲都タクシー　
●㈲もりや　●八重樫社会保険労務士事務所　
●㈱八重樫タクシー　●芳野内科医院　●和賀スポーツ 佐助酒店

15,550,000円

○歳末たすけあい募金　　3,223,000円
○一 般 募 金　12,327,000円

北上市の平成30年度目標額は、

平成29年度に皆さんからお寄せいただいた募金は、
15,395,197円 になりました。ご協力ありがとう
ございました。

「介護技術講座」のご案内
岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉人材センター主催

介護職に従事した経験のある方で、再就職を考えている
方を対象に、再就職の支援を行います。動きやすい服装
でお越しください。

日　時：10月16日（火）13：00～16：30
場　所：北上市総合福祉センター　１階会議室
対　象：過去に介護サービス分野の業務に従事した経

験があり、資格を有していない方、または介
護の有資格者で、現在、介護業務に従事して
いない方など

内　容：①介護技術講座 
　　　　②福祉人材センターの案内、求人情報提供、個別相談
受講料：無料

電　話：019-601-7062  FAX： 019-637-9612
住　所：盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手内

岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉人材センター
10月12日（金）までに下記へお申込みください。

第 28 回北上市障がい者福祉展

●販　売：雑貨、菓子、コーヒー、野菜等
　　　　　軽食（焼き鳥、焼きそば等）も販売しています。
●展　示：パネル紹介・作品展示
●ステージ発表：事業所の利用者や支援団体のメンバー
　　　　　　　　によるステージ発表

日　時　

場　所　

どなたでも入場できます。ぜひご来場ください！

９月30日（日）10：00～15：00

北上市総合福祉センター、サンレック北上

市内の障がい者施設や障がい福祉サービス事業所による
活動紹介、販売等を行います。

ひとり親家庭ネットワーク事業

親子すまいるバスハイク参加者募集！
　市内に在住する母子、父子家庭の親子のふれあいと相
互の交流を深めることを目的にバスハイクを実施します。

○仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール
○仙台泉プレミアム・アウトレット

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）

同

8:20 北上市総合福祉センター 出発

10:30～14:00 仙台アンパンマンこども
ミュージアム＆モール

（移動）

14:30～16:00 仙台泉プレミアム・アウトレット

17:30 北上市総合福祉センター 到着

申　込
締　切

10月26日（金）
※申込者には後日、詳細をご連絡します。

定　員 親子15組程度

対象者 北上市内在住の高校生以下の子を持つひとり
親家庭の親子

日　時 11月10日（土）8：20～17：30

行き先

旅行代金 大人1,000円、子ども１名につき500円
（入館料の一部として）
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●坂の上野・田村太志クリニック　●㈱佐藤組　●㈱佐藤薬局　
●㈱サンウェイザ・ジャポナイズリサージュ　●三陸菓匠さいとう北上本店
●スーパーオセン北上店　●㈱スパット北上　●㈲大坊製作所　
●高章洗染㈱　●㈱髙橋設計　●ダスキン北上支店　
●㈱千葉匠建設　●㈱ツガワ北上工場　●ＴＤＫ秋田㈱北上工場
●㈱東北永愛友商事岩手　●㈱東北佐竹製作所　●東北スイコー㈱
●東北電力㈱花北電力センター　●㈱東北ビルテック
●東北ユーロイド工業㈱　●㈲中神工務店　●㈱中村商会　
●なるいクリニック　●南部電気工事㈱　●日本ダボ㈱北上工場
●パンチ工業㈱北上工場　●㈱フジサキ　●ブランニュー北上　
●フルテック㈱北上営業所　●㈱ベルジョイス北上アピア店
●㈱北清物産　●ホテルシティプラザ北上　●㈱丸片ガス　
●㈱マルサ　●丸巳林産㈱　●㈱まるも　●㈲三田推進工業　
●みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱花北営業所　●㈲都タクシー　
●㈲もりや　●八重樫社会保険労務士事務所　
●㈱八重樫タクシー　●芳野内科医院　●和賀スポーツ 佐助酒店

15,550,000円

○歳末たすけあい募金　　3,223,000円
○一 般 募 金　12,327,000円

北上市の平成30年度目標額は、

平成29年度に皆さんからお寄せいただいた募金は、
15,395,197円 になりました。ご協力ありがとう
ございました。

「介護技術講座」のご案内
岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉人材センター主催

介護職に従事した経験のある方で、再就職を考えている
方を対象に、再就職の支援を行います。動きやすい服装
でお越しください。

日　時：10月16日（火）13：00～16：30
場　所：北上市総合福祉センター　１階会議室
対　象：過去に介護サービス分野の業務に従事した経

験があり、資格を有していない方、または介
護の有資格者で、現在、介護業務に従事して
いない方など

内　容：①介護技術講座 
　　　　②福祉人材センターの案内、求人情報提供、個別相談
受講料：無料

電　話：019-601-7062  FAX： 019-637-9612
住　所：盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手内

岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉人材センター
10月12日（金）までに下記へお申込みください。

第 28 回北上市障がい者福祉展

●販　売：雑貨、菓子、コーヒー、野菜等
　　　　　軽食（焼き鳥、焼きそば等）も販売しています。
●展　示：パネル紹介・作品展示
●ステージ発表：事業所の利用者や支援団体のメンバー
　　　　　　　　によるステージ発表

日　時　

場　所　

どなたでも入場できます。ぜひご来場ください！

９月30日（日）10：00～15：00

北上市総合福祉センター、サンレック北上

市内の障がい者施設や障がい福祉サービス事業所による
活動紹介、販売等を行います。

ひとり親家庭ネットワーク事業

親子すまいるバスハイク参加者募集！
　市内に在住する母子、父子家庭の親子のふれあいと相
互の交流を深めることを目的にバスハイクを実施します。

○仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール
○仙台泉プレミアム・アウトレット

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）

同

8:20 北上市総合福祉センター 出発

10:30～14:00 仙台アンパンマンこども
ミュージアム＆モール

（移動）

14:30～16:00 仙台泉プレミアム・アウトレット

17:30 北上市総合福祉センター 到着

申　込
締　切

10月26日（金）
※申込者には後日、詳細をご連絡します。

定　員 親子15組程度

対象者 北上市内在住の高校生以下の子を持つひとり
親家庭の親子

日　時 11月10日（土）8：20～17：30

行き先

旅行代金 大人1,000円、子ども１名につき500円
（入館料の一部として）


