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　去る 10月 21日から 22日の２日間、北上市本通りのまちなか学校にて、市内の障がい者施設で作
られている商品を障がい者と高校生が一緒に販売を行う「いきいきショップ☆ゆめいちば」を開催し、
２日間で約250名の方に来店いただきました。高校生は事前学習で障がい者施設を訪問し、施設利用
者と交流を深めており、ゆめいちば当日は役割分担をしながら協力して販売を行いました。
　高校生からは、「施設利用者の方とお話をしながら、楽しく活動できた」との感想が聞かれ、この
活動を通して、障がい者、高校生、お客さんとの相互交流を図ることができました。
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ショップ☆ゆめいちば

（敬称略・順不同、11/30迄受付分）特別会員名簿
当協議会の福祉活動をご支援いただいている企業、法人等をご紹介します。

●㈲アセス
●岩手東芝エレクトロニクス㈱
●㈱菊与建設　　　●北上ガス㈱
●北上工機㈱　　　●㈲北上製作所
●北上電工㈱　　　●㈱斎藤工務所
●㈱サンウェイザ・ジャポナイズリサージュ
●㈱三協製作所　　●㈲西部開発農産
●大通運送㈱　　　●ホテルシティプラザ北上
●マルケイ建設㈱　●ヨシノヤＯＡシステム㈱
●㈱和賀開発

囲碁趣味の会　……………………… 90,000 円
北上市ゴルフ協会　………………… 30,000 円

（敬称略、11/30迄受付分）福祉基金

北上市ゴルフ協会 様 北上市ゴルフ協会 様 囲碁趣味の会 様 囲碁趣味の会 様 

特別養護老人ホームわがの里 へ寄付
　匿名　………………………………
　匿名　……

30,000 円
多機能車椅子（ニュースイング） ２台

（敬称略、11/30迄受付分）まごころ

地域密着型特別養護老人ホーム浮牛の里 へ寄付
　佐藤美里子　…
　匿名　……………………………
　匿名　…………………………………

フェイスタオル、バスタオル　計 55 枚
紙おむつ ３箱

米 40kg

相去保育園 様 相去保育園 様 

チャイルドシートの
寄付のお願い

チャイルドシートの
寄付のお願い

　北上市社会福祉協議会では、乳幼児がいる家
庭等に対し、チャイルドシートを無料で貸し出
しする「チャイルドシート貸与事業」を開始し
ました。貸与するチャイルドシートは市民の皆
様に寄付をいただいたものを活用します。自宅
で不要になったチャイルドシートがありました
ら、寄付をお願いいたします。

・クリーニング済みのもの（クリーニング
代は寄付者負担にてお願いします）

・４歳以下の乳幼児を対象としたもの
・国土交通省の安全基準に適合したマーク
（自マーク、Eマーク）のついているもの
・破損しているものや汚れ、劣化が激しい
ものはお受けできかねます

< チャイルドシート募集要件 >

寄付をご検討いただける方は事前に下記の担
当係までご連絡をお願いします。ご不明な点
がございましたらお問い合わせください。

●  問合せ先  ●
北上市社会福祉協議会　福祉推進係　64-1212

親子すまいるハイキング
参加者募集！

親子すまいるハイキング
参加者募集！

三井アウトレットパーク仙台港

仙台うみの杜水族館

日　時　平成 28 年２月６日（土）
　　　　8：30 ～ 17：15
行き先　三井アウトレットパーク仙台港
　　　　  宮城県仙台市宮城野区中野 3-7-2
　　　　仙台うみの杜水族館
　　　　  宮城県仙台市宮城野区中野 4-6
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

 8：30　北上市総合福祉センター出発
10：15　三井アウトレットパーク仙台港着
　　　　　（自由時間＆昼食）
12：30　三井アウトレットパーク仙台港出発
12：45　仙台うみの杜水族館着
15：30　仙台うみの杜水族館出発
17：15　北上市総合福祉センター着・解散

定　員　親子 15 組
参加費　参加１名につき 500 円
　　　　  例：親１名、子ども１名の場合…1,000 円
　　　　　　  親１名、子ども２名の場合…1,500 円

　　　　※昼食は各自の負担となります。

内　容

平成 28 年
１月 22 日（金）までに、
当協議会（電話 64－1212）
へお申し込みください。

とばせ園 へ寄付
　小原　進　…
　奥澤洋子　……………………
　つぼ八北上店　……………………

玄米（新米）30kg、玄米（古米）135Kg
玄米（古米）30kg

食事会招待
北上市社会福祉協議会 へ寄付
　㈲ KAIENTAI  DOJO
　　…………
　相去保育園
　　………………

30,000 円

米 15kg

申込期日
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　北上市内に住む重度障がい者や一人暮らしの高齢者などで支
援が必要な方々が、温かな気持ちでお正月を迎えることができ
るように「歳末たすけあい見舞金」をお配りするための募金です。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

　昨年度から、外貨紙幣を日本円に換金して募
金にする取り組みを行っています。外貨は紙幣
のみとさせていただき、対象はドル（アメリカ、
オーストラリア、カナダ、香港）、イギリスポ
ンド、ユーロとなります。
　ご協力いただける場合は、当募金委員会まで
ご持参をお願いします。

歳末たすけあい募金運動歳末たすけあい募金運動歳末たすけあい募金運動 が始まりました12月１日から

今年も職員手作りのイルミネーションが優しく光っています

（北上市総合福祉センター駐車場側フェンス）

外貨募金も行っています

目　標　額
3,220,000円3,220,000円

　去る 11 月 11 日（水）、第 68 回岩手県社
会福祉大会が岩手県民会館大ホールにおいて
開催され、長年にわたり社会福祉事業に功績
のあった方々が表彰されました。北上市から
も６名の方が受賞されましたのでご紹介いた
します。（敬称略）

第68回

岩手県社会福祉大会
受賞者紹介

岩手県社会福祉大会長表彰

岩手県社会福祉大会長褒賞

【社会福祉事業功労者（民間施設役職員）】

【在宅介護者（多年にわたり、在宅要援護者
 の介護に携わった個人）】

伊　藤　絹　子
 （福）博愛会ケアハウスエスカール園長

小　原　喜久男   ・   齋　藤　イヨ子
菅　原　孝　志   ・   菅　原　冷　子
池　田　張　子

　去る10月16日（金）、
ふるさと体験館北上
において、当協議会
主催の障がい者等リ
フレッシュ事業「ふ
れあい交流会」が開
催され、市内に在住する障がい者の方々とその
ご家族や介助者 56 名にご参加いただきました。
　午前中は、北上平和記念展示館前館長 高橋源
英氏より「7,000 通の軍事郵便から～農民兵士
の声が聞こえる～」と題して、戦争遺品ととも
に戦時中の生活の様子について講話をいただき
ました。午後は、希望郷いわて国体・希望郷い
わて大会「わんこダンス」を、マスコットキャ

ラクターのおもっちと一緒に楽しく踊りました。
最後はお楽しみビンゴ大会を行い、景品を狙っ
て盛り上がりました。
　参加者からは「とても楽しかった」との声が
聞かれ、爽やかな秋晴れの日に交流を深めました。

ふ れ あ い 交 流 会 を 開 催ふ れ あ い 交 流 会 を 開 催

◆何を出品しましたか。
　ドレスと切り絵です。
◆出品のきっかけは何ですか。
　出品という目標ができたことで生活に意欲が出たからです。それまでは、
あれもしたい、これもしたいと思っても、頭が雑然として何も物にならなかっ
たのですが、出品するという目標ができたことで、それに向かって考え、努力
して少しずつ集中力がついてきました。そうして出品できました。
◆作品について教えてください。
　着られなくなった留袖からドレスを作りました。模様合わせが大変でしたが、気に入っています。
でも、それ以上に見ていただきたいのは切り絵です。「高田絆の会」の佐々木会長さんが一生懸命
教えてくださったので、感謝の気持ちを込めて挑戦してみました。
◆このような展示会があることをどう思いますか。
　大変ありがたいことです。震災で身も心もズタズタになっている時に聴いた音楽、観た絵、芸術品、
これらから受けた感動が体の芯にジワジワとしみ込んで、手足の先まで行きわたり、自分を少しず
つ取り戻すことができました。そのような時に、この展示会に参加し、企画してくださったスタッ
フの皆様のディスプレイのセンスの良さ、出品者の気迫のこもったプロ級の作品に触れ、ただただ
感動でした。ぜひ続けてくださるようお願いいたします。
◆これからについて
　新しい生活に慣れるのに大変ですが、少しでも時間を作って、皆で教えたり教えられたりしなが
ら、楽しく作品を作れたらいいなと思います。

北上市内避難者作品展示会北上市内避難者作品展示会
芋の子交流会開催＆芋の子交流会開催＆

　　11 月 14 日（土）・15 日（日）の２日間、北上市総合福祉センターで、市内に暮らす震災避難者
の皆さんが制作した作品を一堂に集めた「作品展示会」を開催しました。
　作品展示会は、避難者の生活に潤いと希望を持ってもらおうと始めたもので、今年で４年目の開催に
なります。今年は避難者 36 名の方から、手芸や陶芸、書道、吊るし飾りなど多彩な作品 271 点を出品
していただきました。いずれの作品も素晴らしい出来
栄えで、来場者（延べ 270 人）を感心させていました。
　また、15 日には、同センターで「芋の子交流会」
を開催し、49 名の皆さんが参加しました。北上ベル
ハーモニーの皆さんによるハンドベルの演奏を聴いた
後、市食生活改善推進員協議会会員が料理した二子里
芋使用の芋の子汁を味わいながら、楽しいひと時を過
ごしていました。

　　11 月 14 日（土）・15 日（日）の２日間、北上市総合福祉センターで、市内に暮らす震災避難者
の皆さんが制作した作品を一堂に集めた「作品展示会」を開催しました。
　作品展示会は、避難者の生活に潤いと希望を持ってもらおうと始めたもので、今年で４年目の開催に
なります。今年は避難者 36 名の方から、手芸や陶芸、書道、吊るし飾りなど多彩な作品 271 点を出品
していただきました。いずれの作品も素晴らしい出来
栄えで、来場者（延べ 270 人）を感心させていました。
　また、15 日には、同センターで「芋の子交流会」
を開催し、49 名の皆さんが参加しました。北上ベル
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～出品された方にお話を伺いました～
遠  野　久 子さん（73 歳） 　陸前高田市出身

◆展示会に出品するのは何回目ですか。
　４回目です。
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なります。今年は避難者 36 名の方から、手芸や陶芸、書道、吊るし飾りなど多彩な作品 271 点を出品
していただきました。いずれの作品も素晴らしい出来
栄えで、来場者（延べ 270 人）を感心させていました。
　また、15 日には、同センターで「芋の子交流会」
を開催し、49 名の皆さんが参加しました。北上ベル
ハーモニーの皆さんによるハンドベルの演奏を聴いた
後、市食生活改善推進員協議会会員が料理した二子里
芋使用の芋の子汁を味わいながら、楽しいひと時を過
ごしていました。

～出品された方にお話を伺いました～
遠  野　久 子さん（73 歳） 　陸前高田市出身

◆展示会に出品するのは何回目ですか。
　４回目です。
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ボランティア情報ボランティア情報
40No.ボラみみンティアンティア より情報より情報

ボランティア
はじめて講座開催
ボランティア
はじめて講座開催

移送サービス
　運転ボランティア
移送サービス
　運転ボランティア

■資格等
・普通第二種免許を持っている方
・普通第一種免許のみの方でも、運転者講習（１日）
を受講すれば、ボランティア活動ができます。受講
料の個人負担はありません。

※今年度の運転者講習は終了したため、普通第二種免許
をお持ちでない場合は、来年度の講習を受講後に活動
開始となります。）

■活動内容
当協議会の車両を運転し、利用者を移送するための
運転を行います。
■活動日・時間
　月曜日～金曜日、8：30～、13：00～
（ボランティア活動ができる日を事前にお聞きし、活動
計画を立てます）
■活動費
活動費（当協議会までのガソリン代）として、１回の
活動につき500 円を支給しています。

　去る11月28日（土）、黒沢尻西地区において、黒沢尻西小学校の６年生、先生・
保護者、中学・高校生、黒沢尻西地区民生委員児童委員など総勢 117 名が
高齢者や障がい者世帯14世帯を訪問し、窓拭き等の清掃ボランティア活動「ハ
ウスクリーニング☆プロジェクト」を実施しました。また、11月29日（日）、更
木地区でも、更木小学校の児童、先生・保護者、中学・高校生、更木地区民
生委員児童委員・福祉協力員など総勢 72 名が５世帯を訪問し、清掃活動を
行いました。
　出発式・オリエンテーションの後、小学生から高校生、大人がグループに分
かれ訪問先へ向かいました（向かう途中、道路のゴミ拾いも行いました）。訪
問先では、窓拭き等を行いながら、訪問先の高齢者や障がい者の方と交流を
図り、参加者同士も世代交流を深めました。活動終了後は終了式を行い、参
加者が感想発表や意見交換を行いました。参加した児童から「地域の方と交
流でき、喜んでもらえて良かった。」等の声が聞かれました。

　去る11月28日（土）、黒沢尻西地区において、黒沢尻西小学校の６年生、先生・
保護者、中学・高校生、黒沢尻西地区民生委員児童委員など総勢 117 名が
高齢者や障がい者世帯14世帯を訪問し、窓拭き等の清掃ボランティア活動「ハ
ウスクリーニング☆プロジェクト」を実施しました。また、11月29日（日）、更
木地区でも、更木小学校の児童、先生・保護者、中学・高校生、更木地区民
生委員児童委員・福祉協力員など総勢 72 名が５世帯を訪問し、清掃活動を
行いました。
　出発式・オリエンテーションの後、小学生から高校生、大人がグループに分
かれ訪問先へ向かいました（向かう途中、道路のゴミ拾いも行いました）。訪
問先では、窓拭き等を行いながら、訪問先の高齢者や障がい者の方と交流を
図り、参加者同士も世代交流を深めました。活動終了後は終了式を行い、参
加者が感想発表や意見交換を行いました。参加した児童から「地域の方と交
流でき、喜んでもらえて良かった。」等の声が聞かれました。

～小学生から大人まで世代を超えたボランティア活動～

　移送サービスとは、在宅で暮らしている高齢者等で既
存の交通機関を利用することが困難な方を対象に、病院
や公共機関への送迎を行う事業です。その運転ボランティ
アを募集しますので、活動に興味のある方は当協議会ま
でご連絡ください。

　北上市では、70歳以上のひとり暮ら
し高齢者の方などの安全と安心を守る
ため、救急医療情報キットを無料配布
します。
　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
で、救急隊による迅速な救急活動に活
かすことができます。

北上市からの
お知らせ

① 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、社会福祉協議会を通じ、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、希望者に順次配布します。

② それ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。
◆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。

救急医療情報キットの配布について救急医療情報キットの配布について

　去る 11 月 28 日（土）、ボランティア活
動に興味がある方、これからボランティア
活動を始めようとしている方を対象に、「ボ
ランティアはじめて講座」を開催し、15
名の方にご参加いただきました。午前中
は黒沢尻西地区のハウスクリーニング☆プ
ロジェクトに参加し、実際にボランティア
活動を体験していただきました。午後は、
岩手県ボランティア団体連絡協議会会長
の加藤隆男氏から「ボランティア活動につ
いて」の講演、当協議会のボランティア
活動及び 2016 年に行われる「希望郷い
わて国体・希望郷いわて大会」について
の説明等を
聞 き、ボ ラ
ンティア活動
について理
解を深めま
した。

「ハウスクリーニング☆プロジェクト　　」「ハウスクリーニング☆プロジェクト　　」part2

　飯豊支部では、
児童福祉事業の一
環として地域の児童
施設等に図書カード
を贈呈しています。この事業は、子ども
達に幼いうちから本に親しんでもらい、
心豊かに成長してくれることを目的として
毎年行っているものです。今年も 11 月
12 日（木）に飯豊保育園、むらさきの
幼稚園、学童保育所たんぽぽクラブ、成
田児童館に伺い、図書カードをお渡ししま
した。学童保育所では、「冬休みに読ませ
る本を選んでいるところで大変助かりま
す。」との言葉をいただきました。

飯 豊 支 部飯 豊 支 部

　９月 29 日（火）、福祉協
力員等の視察研修が行われ、
22 名が参加しました。午前
中は、盛岡手づくり村で竹細
工（南部すずたけを使用しての鉛筆立て）と木の実細工（松
の実やドライフラワーを使用してのリース）の手作り体験
をし、その後は各工房の作業風景を見学しました。
　午後は、昨年グランドオープンした岩手県予防医学協会
「ビッグワッフル」を訪れ、毎日健やかに過ごすための予
防医学について学んできました。施設には最先端の装置
があり、毎日健康診断や人間ドックの検査が行われている
そうです。中でも選択制の人間ドックでは、最上級のきめ
細やかな検査ができるプレミアムコース（11万円コース）
があり、週に５、６名の方が受けに来るということでした。
病気の予防、また早期発見のため、日々の健康管理や定
期的な検査の必要性をよりいっそう意識する研修となりま
した。

相 去 支 部相 去 支 部社協支部情報

募集！募集！

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業
　金銭管理や福祉サービスの利用手続きなど、日常生活上の判断に不安の
ある方（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など）が、地域で安心
して生活できるようお手伝いします。

支払いや手続が
不安だなぁ

財布や通帳を
置き忘れる。

お手伝いしますが

料　金  : 相談は無料ですが、契約後の支援は有料です。

詳しくは当協議会へ
お問い合わせください。

０１９７－６４－１２１２

更木地区更木地区

黒沢尻西地区黒沢尻西地区

● 日 常 的 な 金 銭 管 理 サ ービス
● 書 類 等 預 かりサ ービス
● 福 祉 サ ービス の 利 用 援 助
　（利用申込み援助や利用料支払い手続き等）

サービス内容

お問い合わせ：北上市役所長寿介護課高齢福祉係（電話７２－８２１７）
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ボランティア情報ボランティア情報
40No.ボラみみンティアンティア より情報より情報

ボランティア
はじめて講座開催
ボランティア
はじめて講座開催

移送サービス
　運転ボランティア
移送サービス
　運転ボランティア

■資格等
・普通第二種免許を持っている方
・普通第一種免許のみの方でも、運転者講習（１日）
を受講すれば、ボランティア活動ができます。受講
料の個人負担はありません。

※今年度の運転者講習は終了したため、普通第二種免許
をお持ちでない場合は、来年度の講習を受講後に活動
開始となります。）

■活動内容
当協議会の車両を運転し、利用者を移送するための
運転を行います。
■活動日・時間
　月曜日～金曜日、8：30～、13：00～
（ボランティア活動ができる日を事前にお聞きし、活動
計画を立てます）
■活動費
活動費（当協議会までのガソリン代）として、１回の
活動につき500 円を支給しています。

　去る11月28日（土）、黒沢尻西地区において、黒沢尻西小学校の６年生、先生・
保護者、中学・高校生、黒沢尻西地区民生委員児童委員など総勢 117 名が
高齢者や障がい者世帯14世帯を訪問し、窓拭き等の清掃ボランティア活動「ハ
ウスクリーニング☆プロジェクト」を実施しました。また、11月29日（日）、更
木地区でも、更木小学校の児童、先生・保護者、中学・高校生、更木地区民
生委員児童委員・福祉協力員など総勢 72 名が５世帯を訪問し、清掃活動を
行いました。
　出発式・オリエンテーションの後、小学生から高校生、大人がグループに分
かれ訪問先へ向かいました（向かう途中、道路のゴミ拾いも行いました）。訪
問先では、窓拭き等を行いながら、訪問先の高齢者や障がい者の方と交流を
図り、参加者同士も世代交流を深めました。活動終了後は終了式を行い、参
加者が感想発表や意見交換を行いました。参加した児童から「地域の方と交
流でき、喜んでもらえて良かった。」等の声が聞かれました。

　去る11月28日（土）、黒沢尻西地区において、黒沢尻西小学校の６年生、先生・
保護者、中学・高校生、黒沢尻西地区民生委員児童委員など総勢 117 名が
高齢者や障がい者世帯14世帯を訪問し、窓拭き等の清掃ボランティア活動「ハ
ウスクリーニング☆プロジェクト」を実施しました。また、11月29日（日）、更
木地区でも、更木小学校の児童、先生・保護者、中学・高校生、更木地区民
生委員児童委員・福祉協力員など総勢 72 名が５世帯を訪問し、清掃活動を
行いました。
　出発式・オリエンテーションの後、小学生から高校生、大人がグループに分
かれ訪問先へ向かいました（向かう途中、道路のゴミ拾いも行いました）。訪
問先では、窓拭き等を行いながら、訪問先の高齢者や障がい者の方と交流を
図り、参加者同士も世代交流を深めました。活動終了後は終了式を行い、参
加者が感想発表や意見交換を行いました。参加した児童から「地域の方と交
流でき、喜んでもらえて良かった。」等の声が聞かれました。

～小学生から大人まで世代を超えたボランティア活動～

　移送サービスとは、在宅で暮らしている高齢者等で既
存の交通機関を利用することが困難な方を対象に、病院
や公共機関への送迎を行う事業です。その運転ボランティ
アを募集しますので、活動に興味のある方は当協議会ま
でご連絡ください。

　北上市では、70歳以上のひとり暮ら
し高齢者の方などの安全と安心を守る
ため、救急医療情報キットを無料配布
します。
　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
で、救急隊による迅速な救急活動に活
かすことができます。

北上市からの
お知らせ

① 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、社会福祉協議会を通じ、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、希望者に順次配布します。

② それ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。
◆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。

救急医療情報キットの配布について救急医療情報キットの配布について

　去る 11 月 28 日（土）、ボランティア活
動に興味がある方、これからボランティア
活動を始めようとしている方を対象に、「ボ
ランティアはじめて講座」を開催し、15
名の方にご参加いただきました。午前中
は黒沢尻西地区のハウスクリーニング☆プ
ロジェクトに参加し、実際にボランティア
活動を体験していただきました。午後は、
岩手県ボランティア団体連絡協議会会長
の加藤隆男氏から「ボランティア活動につ
いて」の講演、当協議会のボランティア
活動及び 2016 年に行われる「希望郷い
わて国体・希望郷いわて大会」について
の説明等を
聞 き、ボ ラ
ンティア活動
について理
解を深めま
した。

「ハウスクリーニング☆プロジェクト　　」「ハウスクリーニング☆プロジェクト　　」part2

　飯豊支部では、
児童福祉事業の一
環として地域の児童
施設等に図書カード
を贈呈しています。この事業は、子ども
達に幼いうちから本に親しんでもらい、
心豊かに成長してくれることを目的として
毎年行っているものです。今年も 11 月
12 日（木）に飯豊保育園、むらさきの
幼稚園、学童保育所たんぽぽクラブ、成
田児童館に伺い、図書カードをお渡ししま
した。学童保育所では、「冬休みに読ませ
る本を選んでいるところで大変助かりま
す。」との言葉をいただきました。

飯 豊 支 部飯 豊 支 部

　９月 29 日（火）、福祉協
力員等の視察研修が行われ、
22 名が参加しました。午前
中は、盛岡手づくり村で竹細
工（南部すずたけを使用しての鉛筆立て）と木の実細工（松
の実やドライフラワーを使用してのリース）の手作り体験
をし、その後は各工房の作業風景を見学しました。
　午後は、昨年グランドオープンした岩手県予防医学協会
「ビッグワッフル」を訪れ、毎日健やかに過ごすための予
防医学について学んできました。施設には最先端の装置
があり、毎日健康診断や人間ドックの検査が行われている
そうです。中でも選択制の人間ドックでは、最上級のきめ
細やかな検査ができるプレミアムコース（11万円コース）
があり、週に５、６名の方が受けに来るということでした。
病気の予防、また早期発見のため、日々の健康管理や定
期的な検査の必要性をよりいっそう意識する研修となりま
した。

相 去 支 部相 去 支 部社協支部情報

募集！募集！

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業
　金銭管理や福祉サービスの利用手続きなど、日常生活上の判断に不安の
ある方（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など）が、地域で安心
して生活できるようお手伝いします。

支払いや手続が
不安だなぁ

財布や通帳を
置き忘れる。

お手伝いしますが

料　金  : 相談は無料ですが、契約後の支援は有料です。

詳しくは当協議会へ
お問い合わせください。

０１９７－６４－１２１２

更木地区更木地区

黒沢尻西地区黒沢尻西地区

● 日 常 的 な 金 銭 管 理 サ ービス
● 書 類 等 預 かりサ ービス
● 福 祉 サ ービス の 利 用 援 助
　（利用申込み援助や利用料支払い手続き等）

サービス内容

お問い合わせ：北上市役所長寿介護課高齢福祉係（電話７２－８２１７）
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　去る 10月 21日から 22日の２日間、北上市本通りのまちなか学校にて、市内の障がい者施設で作
られている商品を障がい者と高校生が一緒に販売を行う「いきいきショップ☆ゆめいちば」を開催し、
２日間で約250名の方に来店いただきました。高校生は事前学習で障がい者施設を訪問し、施設利用
者と交流を深めており、ゆめいちば当日は役割分担をしながら協力して販売を行いました。
　高校生からは、「施設利用者の方とお話をしながら、楽しく活動できた」との感想が聞かれ、この
活動を通して、障がい者、高校生、お客さんとの相互交流を図ることができました。

　去る 10月 21日から 22日の２日間、北上市本通りのまちなか学校にて、市内の障がい者施設で作
られている商品を障がい者と高校生が一緒に販売を行う「いきいきショップ☆ゆめいちば」を開催し、
２日間で約250名の方に来店いただきました。高校生は事前学習で障がい者施設を訪問し、施設利用
者と交流を深めており、ゆめいちば当日は役割分担をしながら協力して販売を行いました。
　高校生からは、「施設利用者の方とお話をしながら、楽しく活動できた」との感想が聞かれ、この
活動を通して、障がい者、高校生、お客さんとの相互交流を図ることができました。

いきいき
ショップ☆ゆめいちばいきいき
ショップ☆ゆめいちば

（敬称略・順不同、11/30迄受付分）特別会員名簿
当協議会の福祉活動をご支援いただいている企業、法人等をご紹介します。

●㈲アセス
●岩手東芝エレクトロニクス㈱
●㈱菊与建設　　　●北上ガス㈱
●北上工機㈱　　　●㈲北上製作所
●北上電工㈱　　　●㈱斎藤工務所
●㈱サンウェイザ・ジャポナイズリサージュ
●㈱三協製作所　　●㈲西部開発農産
●大通運送㈱　　　●ホテルシティプラザ北上
●マルケイ建設㈱　●ヨシノヤＯＡシステム㈱
●㈱和賀開発

囲碁趣味の会　……………………… 90,000 円
北上市ゴルフ協会　………………… 30,000 円

（敬称略、11/30迄受付分）福祉基金

北上市ゴルフ協会 様 北上市ゴルフ協会 様 囲碁趣味の会 様 囲碁趣味の会 様 

特別養護老人ホームわがの里 へ寄付
　匿名　………………………………
　匿名　……

30,000 円
多機能車椅子（ニュースイング） ２台

（敬称略、11/30迄受付分）まごころ

地域密着型特別養護老人ホーム浮牛の里 へ寄付
　佐藤美里子　…
　匿名　……………………………
　匿名　…………………………………

フェイスタオル、バスタオル　計 55 枚
紙おむつ ３箱

米 40kg

相去保育園 様 相去保育園 様 

チャイルドシートの
寄付のお願い

チャイルドシートの
寄付のお願い

　北上市社会福祉協議会では、乳幼児がいる家
庭等に対し、チャイルドシートを無料で貸し出
しする「チャイルドシート貸与事業」を開始し
ました。貸与するチャイルドシートは市民の皆
様に寄付をいただいたものを活用します。自宅
で不要になったチャイルドシートがありました
ら、寄付をお願いいたします。

・クリーニング済みのもの（クリーニング
代は寄付者負担にてお願いします）

・４歳以下の乳幼児を対象としたもの
・国土交通省の安全基準に適合したマーク
（自マーク、Eマーク）のついているもの
・破損しているものや汚れ、劣化が激しい
ものはお受けできかねます

< チャイルドシート募集要件 >

寄付をご検討いただける方は事前に下記の担
当係までご連絡をお願いします。ご不明な点
がございましたらお問い合わせください。

●  問合せ先  ●
北上市社会福祉協議会　福祉推進係　64-1212

親子すまいるハイキング
参加者募集！

親子すまいるハイキング
参加者募集！

三井アウトレットパーク仙台港

仙台うみの杜水族館

日　時　平成 28 年２月６日（土）
　　　　8：30 ～ 17：15
行き先　三井アウトレットパーク仙台港
　　　　  宮城県仙台市宮城野区中野 3-7-2
　　　　仙台うみの杜水族館
　　　　  宮城県仙台市宮城野区中野 4-6
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

 8：30　北上市総合福祉センター出発
10：15　三井アウトレットパーク仙台港着
　　　　　（自由時間＆昼食）
12：30　三井アウトレットパーク仙台港出発
12：45　仙台うみの杜水族館着
15：30　仙台うみの杜水族館出発
17：15　北上市総合福祉センター着・解散

定　員　親子 15 組
参加費　参加１名につき 500 円
　　　　  例：親１名、子ども１名の場合…1,000 円
　　　　　　  親１名、子ども２名の場合…1,500 円

　　　　※昼食は各自の負担となります。

内　容

平成 28 年
１月 22 日（金）までに、
当協議会（電話 64－1212）
へお申し込みください。

とばせ園 へ寄付
　小原　進　…
　奥澤洋子　……………………
　つぼ八北上店　……………………

玄米（新米）30kg、玄米（古米）135Kg
玄米（古米）30kg

食事会招待
北上市社会福祉協議会 へ寄付
　㈲ KAIENTAI  DOJO
　　…………
　相去保育園
　　………………

30,000 円

米 15kg

申込期日


