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きたかみ
社協だより 発行：令和2年7月10日

No.189

社協は、社会福祉協議会の略称です。

●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

ふれあいデイサービスふれあいデイサービス
黒沢尻26区（26区公民館）

口内２区（仁田青年会館）

　久し振りに顔を合わせました。
　消毒もバッチリ！３密などに気を付
けながら開催しています！

障がい者
地域活動

支援センター

障がい者
地域活動
支援センター
教室ごとに一部活
動内容の変更や開
催回数の調整をし
ています。

子育てサロン 「あそびのお部屋」「あそびのお部屋」
inサンレック北上

音楽教室 生花教室

ヨガ教室

運動不足になっていま
せんか？
イタタタタっ。

いつもと違う広い部屋
で 開 催 し ま し た。久
しぶりに歌って、スト
レス発散！

皆さん、再会を喜びな
がら季節の花を生けま
した。

第30回
北上市民福祉大会
中止のお知らせ

　例年開催しております北上市社会福祉大会は、市民誰もが参加する身近な大会と
して、より多くの市民の参加を促進するため、今年度大会から「北上市民福祉大会」
に名称を改めて開催する予定としておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染
症の状況を鑑み、今年度の開催をやむを得ず中止することといたしました。
　なお、被表彰者の皆さまの表彰は来年度の大会において行うこととします。

災害公営住宅  県営黒沢尻アパート ラジオ体操実施ラジオ体操実施 ～避難者生活支援センター～
　避難者（入居者）同士や地域とのコミュニティづくりの支援を目的に当協議会避難
者生活支援センター・北上市福祉課・岩手大学・いわて連携復興センター等で構成さ
れる支援者チームは、5 月 26 日 ( 火 ) から県営黒沢尻アパート駐車場においてラジ
オ体操を実施しています。
　初日は、入居者のほか、隣接する市営細越住宅の入居者や近隣住民など 29 名の方が
参加しました。ラジオ体操は、日曜日を除く毎日実施し、参加者からは「体が軽くなっ
た気がする」「住民の方々と顔見知りになれた」など明るい声が聞かれました。
　ラジオ体操は支援者チームから住民主体の活動となり、今後も継続して行われます。

地域福祉活動応援事業
助成募集のお知らせ
地域福祉活動応援事業
助成募集のお知らせ

お問い合わせ先  総務課

　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っています。

【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 2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】　7月 10日（金）～ 7月 29日（水）

◆受験資格
(1) 令和２年４月１日における年齢が 21 歳以上 34 歳未満の人（昭和 61 年４月２日から平成 11 年４月１日までに
　 生まれた人）であって、令和３年３月末までに学校教育法に基づく大学を卒業又は卒業見込みの人。
(2) 社会福祉主事任用資格、又は社会福祉士の資格を有する人（令和３年３月末までに取得見込み含む）
(3) 普通自動車運転免許資格を有する人（令和３年３月末までに取得見込み含む）

◆採用試験実施要項（受験案内）
〈 直接入手する場合 〉   北上市社会福祉協議会総務課でお渡しします。
〈 ホームページからダウンロードする場合 〉   次の URL からダウンロードしてください。https://www.kitakami-shakyo.jp/
〈 郵便で請求する場合〉

封筒の表に「北上市社会福祉協議会職員採用試験申込書請求」と朱書きし、あて先及び郵便番号を明記した返信用封筒（長３
サイズ縦 23 センチ、横 12 センチ程度）に 94 円切手を貼付したものを同封し、北上市社会福祉協議会総務課へ請求してください。

◆申込受付期間
令和２年７月１日（水）から７月 31 日（金）までに持参又は郵送。なお、郵便の場合は７月 31 日（金）消印分までに限り受付け。

◆試験日時及び会場
　●１次試験：令和２年９月６日（日）  午前９時より開始　●会場：北上市総合福祉センター　●問い合わせ：総務課

社会福祉法人北上市社会福祉協議会職員の募集
令和 3年度４月採用の当協議会職員　若干名　を募集します。

７月16日（木）は
七夕会です

（おやつ代100円）

７月16日（木）は
七夕会です

（おやつ代100円）

広いホールで

       の
びのび !!広いホールで

       の
びのび!!

各種事業を再開しています !!各種事業を再開しています !!
新型コロナウイルス感染予防対策を行いながら新型コロナウイルス感染予防対策を行いながら

子どもの学習支援事業

まるまる学び塾まるまる学び塾

昼食は会食せず

にお弁当をお持

ち 帰 り し ま し

た。

みんな
勉強は
すすんだかな？

ガイドヘルパー募集
２名
身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病
の方など、外出する場合の移動や移乗の介
助等を行います。

月曜日から日曜日
パートタイマー

時給 1,100 円～ 1,300 円
随時

随時 /北上市総合福祉センター（北上市常盤台二丁目 1-63）

募集人員

業務内容

就業時間

勤務日等
雇用形態

必要資格

給　　与
募集期間
応募書類
試験日及び場所

履歴書（写真貼付）、該当の修了証・資格者証

当協議会では、下記の通りガイドヘルパーを募集しています。

介護福祉士、介護職員初任者研修又は基礎
研修修了者、ホームヘルパー２級（ただし、
視覚障がい者等に同行する場合は同行援護
一般課程修了者）のうちいずれかで可。

（同行援護従事者）

午前７時から午後７時の間
（朝のみ、昼のみ、日中の少しの時間、土曜日
や日曜日のみなど、相談に応じます。）
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