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●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。

https://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。

この「きたかみ社協だより」は赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。
TEL 0197-64-1212　FAX 0197-64-7580　E-mail shakyou@kitakami.ne.jp　ホームページ  https://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

発行：令和元年8月9 日

No.181

社協は、社会福祉協議会の略称です。きたかみ
社協だより

●ステージ発表：黒沢尻北小学校の合唱部による美しい
合唱や、事業所の利用者・支援団体の
メンバー が、ステージ発表で会場を盛
り上げます。

●販　　売：手作りアクセサリーや小物、リメイク品、
軍手等の販売や、お菓子、コーヒー、
野菜等、バラエティ豊かな品ぞろえと
なっています。軽食（焼き鳥、おにぎり、
焼きそば等）も販売しています。

●展　　示：日頃の活動内容をパネルなどでご紹介
したり、利用者が作った作品を展示し
ます。

日　時　
会　場

９月 29 日（日）10 時～１５時
サンレック北上

第2９回

社協支部情報
　去る７月２日（火）、江釣子駅舎清掃奉仕活動を
実施しました。江釣子小学校児童、江釣子中学校生
徒、北上市母子寡婦福祉協会江釣子支部、江釣子ラ
イオンズクラブ、民生委員児童委員、鉄道 OB 会、
北上駅社員、社協江釣子支部役員の総勢 94 名が参
加しました。待合室やトイレの清掃、天井のクモの
巣払い、駅舎周辺の草取りを手分
けして行い、参加した児童は「き
れいに掃除できた。大切に使って
もらいたい。」と話し、清掃活動
に励んでいました。

江釣子支部福祉基金 （敬称略、７月31日迄受付分）

● ㈱ケー・アイ・ケー
                   ……100,000 円

当 協 議 会 へ の 温 か い ご 寄 附
あ り が と う ご ざ い ま す 。
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なんでも心配ごと相談センター

　身近な相談窓口として、様々な悩みや
不安について、解決のアドバイスや専門
機関につなぐお手伝いをします。

電話 0197－64－2081（直通）

～ひとりで悩んでいませんか～

北上市総合福祉センター内
（月曜日～金曜日　午前９時～午後５時）

どなたでも入場できます。ぜひご来場ください！

　ホームヘルパーなどの資格があり、結婚や出産、介護などで仕事を一時離職している方、資格はあ
るが就労していない方を対象に、現行の介護保険制度や障がい福祉サービスの説明、居宅実習を行い、
介護技術の振り返りなど再就職に向けた講座を開催します。

日　時：９月11日（水）10 時～16 時
対　象：看護師（准看護師）、介護福祉士、ホームヘルパーの資格をお持ちの方
内　容：現行制度の説明、介護職の基本視点とマナー、居宅への同行実習など
会　場：北上市総合福祉センター、訪問介護サービス利用者宅
定　員：５名程度
受講料：1,000 円（資料代、保険代）
申込み：８月 30 日（金）までに介護福祉課へ

ボウリング婚活 

◆最少催行人数（男女各５名）に満たない場合は、開催を中止することがございます。
◆申込多数の場合は申込締切後に抽選を行い、参加者を決定します。抽選の結果は申込者全員にお知らせします。
◆参加者の個人情報（お申込み時に氏名、性別、生年月日、住所、電話番号をお伺いします）は事業の運営にのみ利用するものです。

集合場所及び食事会場　ホテルシティプラザ北上１階「アーバンライフ」
ボウリング会場（奥州市）「ボウリング・クオリア」　※送迎いたします

日　　時 9.21土 13 時 30 分～19 時
会　　場

男女各８名程度募集人数

参加資格 独身の 45 歳以上 60 歳まで
●男性：北上市内在住 (または勤務 )の方　●女性：岩手県内在住 (または勤務 )の方

参 加 費 男性5,000円、女性2,500円（女性は早期申込みの場合500円を割引きします）
９月６日（金）15時（女性の早期申込割引は８月28日（水）までの申込みが対象です）申込締切

次回　婚活パーティー　11 月 29 日（金）18 時 30 分～　※独身 35 歳以上 44 歳まで

13:30　　　　　　開会、自己紹介タイム（アーバンライフ）【北上】
15:00 ～ 16:30　ボウリング（ボウリング・クオリア）【奥州】
17:30　　　　　　食事タイム（アーバンライフ）【北上】
19:00　　　　　　閉会

令和元年

　ボウリング初心者も、経験者も、久しぶりの方も、みんなで楽しく体を動かしなが
ら交流しましょう！ボウリングの後はホテルのお食事をお楽しみいただきます。

参加者募集

　去る７月 24 日（水）、北上市文化交流センターさ
くらホールにおいて、第 29 回北上市社会福祉大会
を開催しました。いわさき認定こども園による鬼剣
舞、喜友会による民謡、民踊のオープニングステー
ジに続き、式典では社会福祉事業やボランティア活
動、共同募金運動、在宅介護等に多年にわたり尽力
された 62 名・２団体の方々に対して表彰が行われ
ました。
　記 念 講 演 で は、

社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院 副部
長 後藤真一郎氏より、「『我が事・丸ごと』地域共生
社会の実現に向けた地域づくり」と題して、一人ひ
とりの「しあわせな生活」を実現するために、みん
なで共に創り上げ地域の課題を他人事にしないこと、
既存の様々な仕組みが丸ごとつながる必要性などに
ついてご講演をいただきました。
　最後に、更なる地域福祉の充実強化を誓い合う４
項目の大会宣言を採択し、閉会となりました。

第 29 回 北上市社会福祉大会

お問い合わせ 北上市役所福祉課　障がい福祉係
電話　72-8214

参加者
募集

お仕事の復帰をお手伝いします

福祉人材 Re スタート事業
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　去る６月２６日（水）
から７月１０日（水）
まで、市内全支部（14
地区）で地域福祉懇談
会を開催し、総勢 602
名の方々にご参加いた
だきました。今年度は、
北上市が策定した「第

３次北上市地域福祉計画」並びに当協議会が策定した「第
４次北上市地域福祉活動計画」の初年度となることから、
その推進に当たって両計画を広く市民の皆様に説明をし
ました。また、北上市全般の地域福祉に関する意見交換
も行いました。
　いただいたご質問やご意見の主なものでは、相談体制
や窓口のあり方、ひきこもりの方に対する支援、移動手
段の確保が出されました。
　今後、当協議会では関係機関と一緒に検討、改善に努
めてまいります。

地域福祉懇談会を開催しました
令和元年度

　当協議会では、北上市の委託を受けて 70 歳以上のひ
とり暮らし高齢者の方に、各地区の福祉協力員を通じて
救急医療情報キットを配布しています。かかりつけ医療
機関やかかっている病気などの緊急時に必要な情報を救
急医療情報キットに保管することにより、救急隊による
迅速な医療活動に活かすことができます。

救急医療情報キット配布

【助成対象団体】
　北上市内で地域福祉活動を行う住民団体

【助成対象活動期間】
　令和元年度

【活動内容】
　北上市内で、地域福祉を推進する先進的な活動、
地域の新たな福祉課題へ取り組む活動や地域福祉活
動を通じた地域の活性化を図る活動

【助成金額】
　１団体につき 10 万円を上限

【応募期間】
　８月９日（金）～８月 23 日（金）

『地域福祉活動応援事業助成金』

53No.ボラ   みみンティアンティア より情報より情報

北上市社会福祉協議会ボランティア
活動センターからの お知らせです。

　去 る ６ 月 22 日
（土）、TDK 秋田㈱北
上工場の有志 17 名
によるボランティア
活動が相去保育園で
行われました。活動
は園内の窓ふき作業
を中心に実施され、
ホールの高い窓など

を含め、園内全ての窓を清掃していただきました。
相去保育園からは「普段、職員の手の行き届かない
所まできれいにしていただき、ありがとうございま
す」と感謝の言葉が述べられました。

日　時：９月 19 日（木）・20 日（金）
　　　　10 時～ 15 時　２日間開催
場　所：さくら野百貨店南広場
　　　　（雨天時はさくら野百貨店内）

お問い合わせ：総務課

募集のお知らせ
のお知らせ

お問い合せは、当協議会地域福祉課または北上市役
所長寿介護課高齢福祉係（電話72-8217）まで

　当協議会では、視覚障がい者の方に「広報きたかみ」や「市議会だより」、「社協だより」などを、録音・
点訳し、お届けする「声の広報作成事業」および「点字広報作成事業」を行っています。
　この事業は、「サークルせきれい」、「サークルのぎく」、「北上点訳の会」の３つのボランティア団体の方々
に支えられて作成しています。ボランティアに興味のある方は、当協議会までお問合せください。

ボランティア募集のお知らせ声・点字広報作成事業

出店施設および協力団体・・・・・・・・・
●あけぼの　●北上アビリティーセンター
●しらゆり工房　●とばせ園　●萩の江
●北萩寮　●和賀の園
●北上市内高校生　●北上都心開発（株）

　市内の障がい者福祉施設で作られている商品を障
がいのある方と高校生が一緒に販売します。みなさ
んで協力して、販売しますので、ぜひお立ち寄りく
ださい。

＊救急医療情報用紙の記載内容に変更があった場合は、速やかに
　情報を更新してください。

○北上市内に住所を有している 70 歳以上のひとり
暮らしの方には、各地区の福祉協力員が地域の見
守り活動を通じて、設置方法等を説明のうえ順次
配布します。

○上記以外で配布を希望される方は、市役所長寿介
護課高齢福祉係⑰番窓口にお申込みください。

　当協議会では、地域福祉力の向上を図るため、地域で
行われている福祉活動の充実や新たに取り組む福祉活動
などを応援することを目的に助成を行います。

【お問い合わせ】地域福祉課

【声の広報作成ボランティアについて】
　活動場所：北上市総合福祉センター（北上市常盤台二丁目 1-63）
　活動日時：サークルせきれい（毎月第２、第４水曜日 午前 10 時～）  ・サークルのぎく（毎月第２、第４金曜日 午前 10 時～）

【点字広報作成ボランティアについて】
　活動場所：北上市総合福祉センター、または自宅（自宅で活動する場合は、自身のパソコンを使用いただきます。）
　活動日時：毎月第２、第４火曜日の正午～木曜日の正午までの間で都合の良い時間

TDK 秋田㈱北上工場による

地域貢献活動

　去る 6 月 21日 ( 金 )、東日本大震災により北上市内に
避難されている方を対象とした市外施設見学バスツアー
を開催しました。24名の方が参加され、秋田ふるさと村

（横手市）と美郷町ラベンダー園（美郷町）を見学しました。
美郷町独自で栽培している「美郷雪花」という白いラベ
ンダーを見学し、お昼ご飯に秋田の郷土料理を堪能しま
した。時間いっぱい楽しいひとときを過ごしました。

市外施設見学バスツアー in 秋田県横手市＆美郷町
避難者生活支援センター

●岩手県共同募金会会長感謝状伝達
　（１名・3 団体）
　・佐々木　幹　夫　　
　・北上市ゲートボール協会
　　北上支部
　・北上市地域婦人団体協議会
　　北上支部
　・ジャパンセミコンダクター　
　　労働組合岩手支部

●社会福祉事業功労者…22 名
　黒沢尻北　扇　柳　昌三郎
　　 〃 　　小　林　和　子
　　 〃 　　來　内　照　子
　黒沢尻東　片　方　金　吾
　　 〃 　　髙　橋　英　光
　黒沢尻西　鈴　木　優　子
　立　　花　門　脇　秀　夫
　飯　　豊　梶　川　アツ子
　　 〃 　　高　橋　勝　利
　　 〃 　　八重樫　良　子
　更　　木　遠　藤　京　子
　　 〃 　　菅　　　孝　志
　　 〃 　　福　地　実　栄
　稲　　瀬　新　田　健　一
　相　　去　門　脇　耕　作
　鬼　　柳　及　川　繁　子
　江 釣 子　千　田　アツ子
　和　　賀　菅　野　アツ子
　　 〃 　　菊　池　貞　子
　　 〃 　　髙　橋　惠　子
　　 〃 　　髙　橋　　　元
　　 〃 　　武　田　武　雄

●社会福祉奉仕功労者
　　　　　…  29 名・２団体

　黒沢尻北　大日向　晌　晤
　　 〃 　　小田嶋　祝　子
　　 〃 　　小　野　伸　直
　　 〃 　　髙　橋　恵美子

　黒沢尻北　八重樫　友　子
　　 〃 　 （一社）岩手県建設
　　　　　　　業協会北上支部
　黒沢尻東　浅　沼　敏　子
　　 〃 　 工　藤　美佐子
　　 〃 　　後　藤　美枝子
　　 〃 　　佐　藤　ケイ子
　　 〃 　　岩手県理容生活衛生
　　 　　　　  同業組合北上支部
　黒沢尻西　石　川　美津子
　　 〃 　　名須川　ノリ子
　　 〃 　　平　野　喜　子
　飯　　豊　菊　池　洋　子
　　 〃 　　八重樫　鶴　代
　二　　子　斎　藤　幸　子
　更　　木　千　田　秀　美
　口　　内　佐　藤　チエ子
　稲　　瀬　及　川　テフ子
　相　　去　齋　藤　千代子
　　 〃 　　齋　藤　幸　行
　　 〃 　　三　浦　光　子
　鬼　　柳　小　原　福　子
　　 〃 　　佐々木　千　代
　　 〃 　　髙　橋　昭　子
　和　　賀　小　原　津江子
　　 〃 　　菊　池　智　子
　　 〃 　　斉　藤　千鶴子
　　 〃 　　柴　田　文　子
　　 〃 　　柴　田　ケ　イ

●共同募金運動功労者…8 名
　黒沢尻北　高　橋　義　孝
　飯　　豊　大　友　義　人
　　 〃 　　齋　藤　忠　志
　二　　子　及　川　文　幸
　相　　去　戸　澤　　　勝
　和　　賀　佐々木　和　弘
　　 〃 　　髙　橋　　　勝
　　 〃 　　武　田　正　雄

●褒賞（在宅介護）…3 名
　黒沢尻北　菊　池　　　昭
　二　　子　八重樫　幸　志
　鬼　　柳　島　津　昌　三

第29回北上市社会福祉大会 受賞された方々は次のとおりです（敬称略）
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上工場の有志 17 名
によるボランティア
活動が相去保育園で
行われました。活動
は園内の窓ふき作業
を中心に実施され、
ホールの高い窓など

を含め、園内全ての窓を清掃していただきました。
相去保育園からは「普段、職員の手の行き届かない
所まできれいにしていただき、ありがとうございま
す」と感謝の言葉が述べられました。

日　時：９月 19 日（木）・20 日（金）
　　　　10 時～ 15 時　２日間開催
場　所：さくら野百貨店南広場
　　　　（雨天時はさくら野百貨店内）

お問い合わせ：総務課

募集のお知らせ
のお知らせ

お問い合せは、当協議会地域福祉課または北上市役
所長寿介護課高齢福祉係（電話72-8217）まで

　当協議会では、視覚障がい者の方に「広報きたかみ」や「市議会だより」、「社協だより」などを、録音・
点訳し、お届けする「声の広報作成事業」および「点字広報作成事業」を行っています。
　この事業は、「サークルせきれい」、「サークルのぎく」、「北上点訳の会」の３つのボランティア団体の方々
に支えられて作成しています。ボランティアに興味のある方は、当協議会までお問合せください。

ボランティア募集のお知らせ声・点字広報作成事業

出店施設および協力団体・・・・・・・・・
●あけぼの　●北上アビリティーセンター
●しらゆり工房　●とばせ園　●萩の江
●北萩寮　●和賀の園
●北上市内高校生　●北上都心開発（株）

　市内の障がい者福祉施設で作られている商品を障
がいのある方と高校生が一緒に販売します。みなさ
んで協力して、販売しますので、ぜひお立ち寄りく
ださい。

＊救急医療情報用紙の記載内容に変更があった場合は、速やかに
　情報を更新してください。

○北上市内に住所を有している 70 歳以上のひとり
暮らしの方には、各地区の福祉協力員が地域の見
守り活動を通じて、設置方法等を説明のうえ順次
配布します。

○上記以外で配布を希望される方は、市役所長寿介
護課高齢福祉係⑰番窓口にお申込みください。

　当協議会では、地域福祉力の向上を図るため、地域で
行われている福祉活動の充実や新たに取り組む福祉活動
などを応援することを目的に助成を行います。

【お問い合わせ】地域福祉課

【声の広報作成ボランティアについて】
　活動場所：北上市総合福祉センター（北上市常盤台二丁目 1-63）
　活動日時：サークルせきれい（毎月第２、第４水曜日 午前 10 時～）  ・サークルのぎく（毎月第２、第４金曜日 午前 10 時～）

【点字広報作成ボランティアについて】
　活動場所：北上市総合福祉センター、または自宅（自宅で活動する場合は、自身のパソコンを使用いただきます。）
　活動日時：毎月第２、第４火曜日の正午～木曜日の正午までの間で都合の良い時間

TDK 秋田㈱北上工場による

地域貢献活動

　去る 6 月 21日 ( 金 )、東日本大震災により北上市内に
避難されている方を対象とした市外施設見学バスツアー
を開催しました。24名の方が参加され、秋田ふるさと村

（横手市）と美郷町ラベンダー園（美郷町）を見学しました。
美郷町独自で栽培している「美郷雪花」という白いラベ
ンダーを見学し、お昼ご飯に秋田の郷土料理を堪能しま
した。時間いっぱい楽しいひとときを過ごしました。

市外施設見学バスツアー in 秋田県横手市＆美郷町
避難者生活支援センター

●岩手県共同募金会会長感謝状伝達
　（１名・3 団体）
　・佐々木　幹　夫　　
　・北上市ゲートボール協会
　　北上支部
　・北上市地域婦人団体協議会
　　北上支部
　・ジャパンセミコンダクター　
　　労働組合岩手支部

●社会福祉事業功労者…22 名
　黒沢尻北　扇　柳　昌三郎
　　 〃 　　小　林　和　子
　　 〃 　　來　内　照　子
　黒沢尻東　片　方　金　吾
　　 〃 　　髙　橋　英　光
　黒沢尻西　鈴　木　優　子
　立　　花　門　脇　秀　夫
　飯　　豊　梶　川　アツ子
　　 〃 　　高　橋　勝　利
　　 〃 　　八重樫　良　子
　更　　木　遠　藤　京　子
　　 〃 　　菅　　　孝　志
　　 〃 　　福　地　実　栄
　稲　　瀬　新　田　健　一
　相　　去　門　脇　耕　作
　鬼　　柳　及　川　繁　子
　江 釣 子　千　田　アツ子
　和　　賀　菅　野　アツ子
　　 〃 　　菊　池　貞　子
　　 〃 　　髙　橋　惠　子
　　 〃 　　髙　橋　　　元
　　 〃 　　武　田　武　雄

●社会福祉奉仕功労者
　　　　　…  29 名・２団体

　黒沢尻北　大日向　晌　晤
　　 〃 　　小田嶋　祝　子
　　 〃 　　小　野　伸　直
　　 〃 　　髙　橋　恵美子

　黒沢尻北　八重樫　友　子
　　 〃 　 （一社）岩手県建設
　　　　　　　業協会北上支部
　黒沢尻東　浅　沼　敏　子
　　 〃 　 工　藤　美佐子
　　 〃 　　後　藤　美枝子
　　 〃 　　佐　藤　ケイ子
　　 〃 　　岩手県理容生活衛生
　　 　　　　  同業組合北上支部
　黒沢尻西　石　川　美津子
　　 〃 　　名須川　ノリ子
　　 〃 　　平　野　喜　子
　飯　　豊　菊　池　洋　子
　　 〃 　　八重樫　鶴　代
　二　　子　斎　藤　幸　子
　更　　木　千　田　秀　美
　口　　内　佐　藤　チエ子
　稲　　瀬　及　川　テフ子
　相　　去　齋　藤　千代子
　　 〃 　　齋　藤　幸　行
　　 〃 　　三　浦　光　子
　鬼　　柳　小　原　福　子
　　 〃 　　佐々木　千　代
　　 〃 　　髙　橋　昭　子
　和　　賀　小　原　津江子
　　 〃 　　菊　池　智　子
　　 〃 　　斉　藤　千鶴子
　　 〃 　　柴　田　文　子
　　 〃 　　柴　田　ケ　イ

●共同募金運動功労者…8 名
　黒沢尻北　高　橋　義　孝
　飯　　豊　大　友　義　人
　　 〃 　　齋　藤　忠　志
　二　　子　及　川　文　幸
　相　　去　戸　澤　　　勝
　和　　賀　佐々木　和　弘
　　 〃 　　髙　橋　　　勝
　　 〃 　　武　田　正　雄

●褒賞（在宅介護）…3 名
　黒沢尻北　菊　池　　　昭
　二　　子　八重樫　幸　志
　鬼　　柳　島　津　昌　三

第29回北上市社会福祉大会 受賞された方々は次のとおりです（敬称略）
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●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。

https://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。

この「きたかみ社協だより」は赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。
TEL 0197-64-1212　FAX 0197-64-7580　E-mail shakyou@kitakami.ne.jp　ホームページ  https://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

発行：令和元年8月9 日

No.181

社協は、社会福祉協議会の略称です。きたかみ
社協だより

●ステージ発表：黒沢尻北小学校の合唱部による美しい
合唱や、事業所の利用者・支援団体の
メンバー が、ステージ発表で会場を盛
り上げます。

●販　　売：手作りアクセサリーや小物、リメイク品、
軍手等の販売や、お菓子、コーヒー、
野菜等、バラエティ豊かな品ぞろえと
なっています。軽食（焼き鳥、おにぎり、
焼きそば等）も販売しています。

●展　　示：日頃の活動内容をパネルなどでご紹介
したり、利用者が作った作品を展示し
ます。

日　時　
会　場

９月 29 日（日）10 時～１５時
サンレック北上

第2９回

社協支部情報
　去る７月２日（火）、江釣子駅舎清掃奉仕活動を
実施しました。江釣子小学校児童、江釣子中学校生
徒、北上市母子寡婦福祉協会江釣子支部、江釣子ラ
イオンズクラブ、民生委員児童委員、鉄道 OB 会、
北上駅社員、社協江釣子支部役員の総勢 94 名が参
加しました。待合室やトイレの清掃、天井のクモの
巣払い、駅舎周辺の草取りを手分
けして行い、参加した児童は「き
れいに掃除できた。大切に使って
もらいたい。」と話し、清掃活動
に励んでいました。

江釣子支部福祉基金 （敬称略、７月31日迄受付分）

● ㈱ケー・アイ・ケー
                   ……100,000 円

当 協 議 会 へ の 温 か い ご 寄 附
あ り が と う ご ざ い ま す 。

2019 年 8 月 9 日発行きたかみ社協だより　No.181

なんでも心配ごと相談センター

　身近な相談窓口として、様々な悩みや
不安について、解決のアドバイスや専門
機関につなぐお手伝いをします。

電話 0197－64－2081（直通）

～ひとりで悩んでいませんか～

北上市総合福祉センター内
（月曜日～金曜日　午前９時～午後５時）

どなたでも入場できます。ぜひご来場ください！

　ホームヘルパーなどの資格があり、結婚や出産、介護などで仕事を一時離職している方、資格はあ
るが就労していない方を対象に、現行の介護保険制度や障がい福祉サービスの説明、居宅実習を行い、
介護技術の振り返りなど再就職に向けた講座を開催します。

日　時：９月11日（水）10 時～16 時
対　象：看護師（准看護師）、介護福祉士、ホームヘルパーの資格をお持ちの方
内　容：現行制度の説明、介護職の基本視点とマナー、居宅への同行実習など
会　場：北上市総合福祉センター、訪問介護サービス利用者宅
定　員：５名程度
受講料：1,000 円（資料代、保険代）
申込み：８月 30 日（金）までに介護福祉課へ

ボウリング婚活 

◆最少催行人数（男女各５名）に満たない場合は、開催を中止することがございます。
◆申込多数の場合は申込締切後に抽選を行い、参加者を決定します。抽選の結果は申込者全員にお知らせします。
◆参加者の個人情報（お申込み時に氏名、性別、生年月日、住所、電話番号をお伺いします）は事業の運営にのみ利用するものです。

集合場所及び食事会場　ホテルシティプラザ北上１階「アーバンライフ」
ボウリング会場（奥州市）「ボウリング・クオリア」　※送迎いたします

日　　時 9.21土 13 時 30 分～19 時
会　　場

男女各８名程度募集人数

参加資格 独身の 45 歳以上 60 歳まで
●男性：北上市内在住 (または勤務 )の方　●女性：岩手県内在住 (または勤務 )の方

参 加 費 男性5,000円、女性2,500円（女性は早期申込みの場合500円を割引きします）
９月６日（金）15時（女性の早期申込割引は８月28日（水）までの申込みが対象です）申込締切

次回　婚活パーティー　11 月 29 日（金）18 時 30 分～　※独身 35 歳以上 44 歳まで

13:30　　　　　　開会、自己紹介タイム（アーバンライフ）【北上】
15:00 ～ 16:30　ボウリング（ボウリング・クオリア）【奥州】
17:30　　　　　　食事タイム（アーバンライフ）【北上】
19:00　　　　　　閉会

令和元年

　ボウリング初心者も、経験者も、久しぶりの方も、みんなで楽しく体を動かしなが
ら交流しましょう！ボウリングの後はホテルのお食事をお楽しみいただきます。

参加者募集

　去る７月 24 日（水）、北上市文化交流センターさ
くらホールにおいて、第 29 回北上市社会福祉大会
を開催しました。いわさき認定こども園による鬼剣
舞、喜友会による民謡、民踊のオープニングステー
ジに続き、式典では社会福祉事業やボランティア活
動、共同募金運動、在宅介護等に多年にわたり尽力
された 62 名・２団体の方々に対して表彰が行われ
ました。
　記 念 講 演 で は、

社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院 副部
長 後藤真一郎氏より、「『我が事・丸ごと』地域共生
社会の実現に向けた地域づくり」と題して、一人ひ
とりの「しあわせな生活」を実現するために、みん
なで共に創り上げ地域の課題を他人事にしないこと、
既存の様々な仕組みが丸ごとつながる必要性などに
ついてご講演をいただきました。
　最後に、更なる地域福祉の充実強化を誓い合う４
項目の大会宣言を採択し、閉会となりました。

第 29 回 北上市社会福祉大会

お問い合わせ 北上市役所福祉課　障がい福祉係
電話　72-8214

参加者
募集

お仕事の復帰をお手伝いします

福祉人材 Re スタート事業


