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福祉基金 （敬称略、7/1～7/25迄受付分）

北上市社会福祉協議会へ寄付
（株）ケー・アイ・ケー･･････････････････100,000円

BBQ 婚活参加者募集
　　　　　９月１日（土）10:30～14:30
　　　　　岩手県立県南青少年の家キャンプ場
　　　　　
　　　　　男女各10名
　　　　　未婚の25歳以上35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
　 　 　 男性3,000円、女性1,500円
　　　　　8月 17日（金）17:00

期　　日
会　　場

募集人数

参加資格

申込締切

参 加 費

　平成 30 年７月の豪雨により、西日本を中心に各
地で人的被害をはじめ住宅等へ甚大な被害が発生し
ました。中央共同募金会では、被災された方々の支
援を目的に、下記のとおり義援金の募集を行います。
●義援金の名称　
　平成30年７月豪雨災害義援金
●受付期間　
　平成30年９月28日（金）まで
●義援金送金先
　金融機関：ゆうちょ銀行
　口座番号：00180-7-634691
　口座名義：中央共同募金会
　　　　　　平成30年７月豪雨災害義援金
※北上市共同募金委員会（当協議会）の窓口でもお
預かりいたします。

豪雨災害義援金の募集について

　被災各地域では災害ボランティアセンターが設置さ
れ、被災者支援のボランティア活動が行われています。
時間の経過とともに支援ニーズが変化し、災害ボラン
ティアセンターにおけるボランティアの募集範囲も
日々変わりますので、各センターが発信する最新の情
報を確認の上、ボランティア活動に参加いただきます
ようお願いします。
　最新の災害ボランティア情報は下記を参照してくだ
さい。併せて、必要な準備や活動にあたっての留意事
項等についてもご確認ください。

被災地でのボランティア活動を希望されている皆さまへ

全社協　被災地支援・災害ボランティア情報
https://www.saigaivc.com/

　去る７月 25 日（水）、北上市文化交流センターさくらホールにおいて、第 28 回北上市
社会福祉大会を開催しました。北上アビリティーセンター所員と職員によるバンド演奏、
ときわだい保育園園児によるマーチング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、在宅介護、共同募金運動等に長年にわたり功労があった 30名・
３団体の方々に対して表彰が行われました。
　記念講演では、特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会共同代表 伊藤正
俊氏より、「“地域”から“ひきこもり長期高年齢化”を考える」と題して、支援を行う上
での課題をはじめ本人や家族に寄り添った支援の大切さについて、ご自身の経験を例に挙
げながら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。

北上市社会福祉大会 を開催第28回

当協議会では、サービス提供責任者を募集しています。
募集人数：１名
職　　種：訪問介護員（サービス提供責任者）
業務内容：ケアプラン（訪問介護計画）の作成、スケジュー

ル管理、利用者様への訪問介護（身体介護、生活
援助）など。事務作業はパソコン管理になります。

就業時間：午前９時15分から午後４時（ただし、勤務シフトによる）
勤務日等：月曜日～金曜日（ただし、勤務シフトにより土日勤務あり）
雇用形態：非常勤職員
必要資格：介護福祉士、普通自動車免許
給　　与：月額158,400円
手　　当：責任者手当、通勤手当ほか
募集期間：８月10日（金）から９月５日（水）
試 験 日：９月13日（木）13時30分
場　　所：北上市総合福祉センター

ホームヘルパー募集

お問合せ：介護福祉課

　去る６月 29 日（金）、
黒沢尻東支部役員視察研
修を行い、31 名で陸前
高田市へ出かけてきまし
た。震災後いち早く「人々が集える場」作りに取り組んだ
NPO 法人のお話を聞き、その後中心市街地の復興状況を
視察しました。中心市街地は12～ 13mかさ上げされて
おり、かさ上げされていない部分との落差に驚かされまし
た。最後に奇跡の一本松を見学し、帰路につきました。

　去る６月 21 日（木）、自治
公民館長・福祉協力員等視察研
修を行い、29 名で岩泉町に出
かけてきました。岩泉町役場 
危機管理統括監の佐々木重光氏

より、東日本大震災や平成 28 年度の台風 10 号による
被災状況および復興状況について講話をいただき、今後
の相去の自主防災活動に活かせるよう勉強してきまし
た。午後は、泉金酒造株式会社と岩泉乳業株式会社を見
学しました。どちらも、岩泉の豊かな地域資源を活用し
た魅力的な企業であると感じました。

　去る７月３日（火）に江釣子駅
舎清掃奉仕活動を実施し、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、ＪＲ社員、社協江釣子支
部役員の総勢 78 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「暑いけれど頑張ってきれい
にしたい。」と話し、清掃活動に励んでいました。

社協支部情報

黒沢尻東支部

相 去 支 部

江釣子支部

締切
間近！

※北上市総合福祉センター集合解散です。
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■ひきこもり支援の体制強化を望む。本人も親もどんどん年齢を重ねていく。寄り添い型による支援の体制
をとっていただけないか。
→福祉課にひきこもり支援の担当保健師を配置しています。また、当事者の親の会の集まりにも出席するなど、
今後の対応策、体制強化について検討しているところです。
■子ども食堂に興味があるが、内容や今後の取り組みについて教えてほしい。
→昨年度は、調理や学習ボランティアのご協力をいただきながら、子どもを含めた地域のみんなが過ごせる
場として開催し、約 70 名の方々に参加いただきました。今後は、実施回数を増やすほか、地域の中で子ど
も食堂を立ち上げたいという声がありましたら支援をしていきたいと思います。
■避難行動要支援者名簿にはたくさんの個人情報が記載されており、どのように活用していけばいいか悩ん
でいる。
→これまで名簿にはたくさんの個人情報が記載されていましたが、地域で共有しやすくするため、名前や住所、
緊急連絡先程度の記載としました。自主防災組織等を中心に、有事の際の名簿の活用方法や支援方法につい
て協議いただきたいと思います。
■生活支援コーディネーターとコミュニティソーシャルワーカーの違いを教えていただきたい。
→生活支援コーディネーターは、高齢者の生活支援や介護予防サービスの提供体制を構築し、支援ニーズと
サービスの調整を行い、支援体制の充実・強化を図る活動を行います。コミュニティソーシャルワーカーは、
支援の対象を高齢者に限らず広く支援が必要な世帯としています。制度の狭間にあるケースへの対応、地域
課題の発見・掘り起こし、新たな支援やサービスの開発に取り組みます。

□あらたまった相談窓口というものは入りにくい場合もある。地域に気軽に相談できる場所、顔なじみで相
談できる人がいればよい。

□地域福祉を担う人材育成について、元気高齢者や退職者が挙げられているが、退職者といってもまだ仕事
をしたい方も多く、すぐに福祉活動に参加する、というわけにはいかない。福祉活動に携わる個々の人材
を育てることも大切だが、地域全体で共有してみんなで成長していくことが大切ではないか。

□地域福祉活動計画については広く浅くではなく、強化する部分を絞って重点的に取り組みを行う方が良い
のではないか。

　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、緊急時の連絡先などの情報を
救急医療情報キットに保管することで、迅速な救急
活動に活かすことができます。
●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８月
上旬から順次配布します。
●上記の方以外で配付を希望される場合は、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、情報の更新をお願いします。
お問合せは、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

救急医療情報キット配布のお知らせ

平成30年度地域福祉懇談会を開催しました49No.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７月 21 日（土）、福祉やボランティアに関
心のある市内の中学生、高校生、専門学校生を対象
に「ボランティア発見講座～基本編～」を開催しま
した。この講座では、手話体験やキャップハンディ
体験、「北上市の地域福祉」を考えるワークショップ
を行い、福祉やボランティアへの理解を深めました。
　受講者は後日、地域で実施された河川清掃活動や
子育てサロン、当協議会が実施したハウスクリーニ
ング☆プロジェクトへ参加し、実際にボランティア
活動を行いました。
　参加者からは、「地域の方や仲間
と協力して作業し、終わった後は
とても清々しい気持ちになった。」
等の声が聞かれました。

ボランティア発見講座を開催
　市内の障がい者福祉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します。この活動を通
して、障がい者や高校生、市民との相互の交流を図
ります。
日　時：９月20日（木）・21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）
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　●ワークステーションきたかみ　
●和賀の園
●北上市内高校生　●北上都心開発（株）

いきいきショップ☆ゆめいちば

ぜひ
お立ち寄り
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。
【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】
　平成30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10日（金）～８月24日（金）
お問い合わせ先：総務課

『地域福祉活動応援事業助成金』
募集のお知らせ

「親子の防災マルシェ2018」ボランティア募集
　９月17日（月・祝）に開催される「親子の防災マルシェ2018」では、イベント運営のボランティアを募集し
ています。個人・団体は問いません。皆さまのご協力をよろしくお願いします。
１　ボランティア活動日及び場所

　　９月17日（月・祝）９時～17時　北上市文化交流センターさくらホール（小ホール・屋外など）
２　ボランティア内容･･････会場設営・撤去、受付、子どもの見守りなど
３　募集対象者及び募集人数･･････中学生以上　20名程度

４　応募締切･･････８月22日（水）
５　申込先･･････親子の防災マルシェ実行委員会事務局
　　電　話：61-5035（いわてNPO NET- サポート内　担当：菅野）　
　　メール：bousaimarche@gmail.com

●申込者へは後日事務局より
ご案内を送付します。

●お弁当を準備します。

質

　
　
　
　問

意

　見

　去る７月２日（月）から７月 27 日（金）まで、市内全支部（14 地区）で地域福祉懇談会を開催し、たくさん
の住民の方々にご参加いただきました。ご質問・ご意見の中から一部を抜粋してご紹介します。

●中央共同募金会会長感謝状伝達
　（１団体）　　
　・北上市地域婦人団体協議会　
　　北上支部

●岩手県共同募金会会長感謝状伝達
　（１名・２団体）
　・佐々木　幹　夫　　
　・北上コンピュータ・アカデ　
　　ミー学生会　　
　・ジャパンセミコンダクター　
　　岩手労働組合

●社会福祉事業功労者…８名
　黒沢尻東　成　田　祥　子
　飯　　豊　渡　邉　富士枝
　二　　子　渡　邊　眞　吉
　江 釣 子　遠　田　幾　子
　和　　賀　小　原　アツ子
　　 〃 　　菊　池　壽　子
　市　　外　浅　沼　陽　子
　　 〃 　　佐　藤　弘　和

●社会福祉奉仕功労者…15名
　黒沢尻東　伊　藤　淳　子
　　 〃 　 小野寺　裕　司
　　 〃 　　菊　池　美智子
　　 〃 　　昆　野　三　枝
　　 〃 　　関　谷　ユ　キ

　黒沢尻東　髙　橋　サカ子
　　 〃 　　中　野　道　子
　黒沢尻西　戸　来　征　子
　立　　花　秋　庭　善一郎
　飯　　豊　菅　原　すづえ
　　 〃 　　髙　橋　久　子
　相　　去　千　田　郷　男
　　 〃 　　千　田　展　子
　鬼　　柳　小　寺　真由美
　江 釣 子　三　田　愛　子

●褒賞（在宅介護）…４名
　更　　木　藤　村　宮　子
　鬼　　柳　千　田　一　正
　和　　賀　菊　池　サ　ツ
　　 〃 　　菊　池　由美子

●褒賞（自立更生）…２名
　江 釣 子　佐　藤　長　子
　和　　賀　斉　藤　行　男

第28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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□地域福祉を担う人材育成について、元気高齢者や退職者が挙げられているが、退職者といってもまだ仕事
をしたい方も多く、すぐに福祉活動に参加する、というわけにはいかない。福祉活動に携わる個々の人材
を育てることも大切だが、地域全体で共有してみんなで成長していくことが大切ではないか。
□地域福祉活動計画については広く浅くではなく、強化する部分を絞って重点的に取り組みを行う方が良い
のではないか。

　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、緊急時の連絡先などの情報を
救急医療情報キットに保管することで、迅速な救急
活動に活かすことができます。
●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８月
上旬から順次配布します。
●上記の方以外で配付を希望される場合は、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、情報の更新をお願いします。
お問合せは、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

救急医療情報キット配布のお知らせ

平成30年度地域福祉懇談会を開催しました49No.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７月 21 日（土）、福祉やボランティアに関
心のある市内の中学生、高校生、専門学校生を対象
に「ボランティア発見講座～基本編～」を開催しま
した。この講座では、手話体験やキャップハンディ
体験、「北上市の地域福祉」を考えるワークショップ
を行い、福祉やボランティアへの理解を深めました。
　受講者は後日、地域で実施された河川清掃活動や
子育てサロン、当協議会が実施したハウスクリーニ
ング☆プロジェクトへ参加し、実際にボランティア
活動を行いました。
　参加者からは、「地域の方や仲間
と協力して作業し、終わった後は
とても清々しい気持ちになった。」
等の声が聞かれました。

ボランティア発見講座を開催
　市内の障がい者福祉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します。この活動を通
して、障がい者や高校生、市民との相互の交流を図
ります。
日　時：９月20日（木）・21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）
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　●ワークステーションきたかみ　
●和賀の園
●北上市内高校生　●北上都心開発（株）

いきいきショップ☆ゆめいちば

ぜひ
お立ち寄り
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。
【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】
　平成30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10日（金）～８月24日（金）
お問い合わせ先：総務課

『地域福祉活動応援事業助成金』
募集のお知らせ

「親子の防災マルシェ2018」ボランティア募集
　９月17日（月・祝）に開催される「親子の防災マルシェ2018」では、イベント運営のボランティアを募集し
ています。個人・団体は問いません。皆さまのご協力をよろしくお願いします。
１　ボランティア活動日及び場所

　　９月17日（月・祝）９時～17時　北上市文化交流センターさくらホール（小ホール・屋外など）
２　ボランティア内容･･････会場設営・撤去、受付、子どもの見守りなど
３　募集対象者及び募集人数･･････中学生以上　20名程度

４　応募締切･･････８月22日（水）
５　申込先･･････親子の防災マルシェ実行委員会事務局
　　電　話：61-5035（いわてNPO NET- サポート内　担当：菅野）　
　　メール：bousaimarche@gmail.com

●申込者へは後日事務局より
ご案内を送付します。

●お弁当を準備します。

質

　
　
　
　問

意

　見

　去る７月２日（月）から７月 27 日（金）まで、市内全支部（14 地区）で地域福祉懇談会を開催し、たくさん
の住民の方々にご参加いただきました。ご質問・ご意見の中から一部を抜粋してご紹介します。

●中央共同募金会会長感謝状伝達
　（１団体）　　
　・北上市地域婦人団体協議会　
　　北上支部

●岩手県共同募金会会長感謝状伝達
　（１名・２団体）
　・佐々木　幹　夫　　
　・北上コンピュータ・アカデ　
　　ミー学生会　　
　・ジャパンセミコンダクター　
　　岩手労働組合

●社会福祉事業功労者…８名
　黒沢尻東　成　田　祥　子
　飯　　豊　渡　邉　富士枝
　二　　子　渡　邊　眞　吉
　江 釣 子　遠　田　幾　子
　和　　賀　小　原　アツ子
　　 〃 　　菊　池　壽　子
　市　　外　浅　沼　陽　子
　　 〃 　　佐　藤　弘　和

●社会福祉奉仕功労者…15名
　黒沢尻東　伊　藤　淳　子
　　 〃 　 小野寺　裕　司
　　 〃 　　菊　池　美智子
　　 〃 　　昆　野　三　枝
　　 〃 　　関　谷　ユ　キ

　黒沢尻東　髙　橋　サカ子
　　 〃 　　中　野　道　子
　黒沢尻西　戸　来　征　子
　立　　花　秋　庭　善一郎
　飯　　豊　菅　原　すづえ
　　 〃 　　髙　橋　久　子
　相　　去　千　田　郷　男
　　 〃 　　千　田　展　子
　鬼　　柳　小　寺　真由美
　江 釣 子　三　田　愛　子

●褒賞（在宅介護）…４名
　更　　木　藤　村　宮　子
　鬼　　柳　千　田　一　正
　和　　賀　菊　池　サ　ツ
　　 〃 　　菊　池　由美子

●褒賞（自立更生）…２名
　江 釣 子　佐　藤　長　子
　和　　賀　斉　藤　行　男

第28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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主な内容 ●第28回北上市社会福祉大会開催報告及び受賞者紹介　●地域福祉懇談会開催報告　
●ボラみみ　●information　

●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/

福祉基金 （敬称略、7/1～7/25迄受付分）

北上市社会福祉協議会へ寄付
（株）ケー・アイ・ケー･･････････････････100,000円

BBQ 婚活参加者募集
　　　　　９月１日（土）10:30～14:30
　　　　　岩手県立県南青少年の家キャンプ場
　　　　　
　　　　　男女各10名
　　　　　未婚の25歳以上35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
　 　 　 男性3,000円、女性1,500円
　　　　　8月 17日（金）17:00

期　　日
会　　場

募集人数

参加資格

申込締切

参 加 費

　平成 30 年７月の豪雨により、西日本を中心に各
地で人的被害をはじめ住宅等へ甚大な被害が発生し
ました。中央共同募金会では、被災された方々の支
援を目的に、下記のとおり義援金の募集を行います。
●義援金の名称　
　平成30年７月豪雨災害義援金
●受付期間　
　平成30年９月28日（金）まで
●義援金送金先
　金融機関：ゆうちょ銀行
　口座番号：00180-7-634691
　口座名義：中央共同募金会
　　　　　　平成30年７月豪雨災害義援金
※北上市共同募金委員会（当協議会）の窓口でもお
預かりいたします。

豪雨災害義援金の募集について

　被災各地域では災害ボランティアセンターが設置さ
れ、被災者支援のボランティア活動が行われています。
時間の経過とともに支援ニーズが変化し、災害ボラン
ティアセンターにおけるボランティアの募集範囲も
日々変わりますので、各センターが発信する最新の情
報を確認の上、ボランティア活動に参加いただきます
ようお願いします。
　最新の災害ボランティア情報は下記を参照してくだ
さい。併せて、必要な準備や活動にあたっての留意事
項等についてもご確認ください。

被災地でのボランティア活動を希望されている皆さまへ

全社協　被災地支援・災害ボランティア情報
https://www.saigaivc.com/

　去る７月 25 日（水）、北上市文化交流センターさくらホールにおいて、第 28 回北上市
社会福祉大会を開催しました。北上アビリティーセンター所員と職員によるバンド演奏、
ときわだい保育園園児によるマーチング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、在宅介護、共同募金運動等に長年にわたり功労があった 30名・
３団体の方々に対して表彰が行われました。
　記念講演では、特定非営利活動法人 KHJ 全国ひきこもり家族会連合会共同代表 伊藤正
俊氏より、「“地域”から“ひきこもり長期高年齢化”を考える」と題して、支援を行う上
での課題をはじめ本人や家族に寄り添った支援の大切さについて、ご自身の経験を例に挙
げながら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。

北上市社会福祉大会 を開催第28回

当協議会では、サービス提供責任者を募集しています。
募集人数：１名
職　　種：訪問介護員（サービス提供責任者）
業務内容：ケアプラン（訪問介護計画）の作成、スケジュー

ル管理、利用者様への訪問介護（身体介護、生活
援助）など。事務作業はパソコン管理になります。

就業時間：午前９時15分から午後４時（ただし、勤務シフトによる）
勤務日等：月曜日～金曜日（ただし、勤務シフトにより土日勤務あり）
雇用形態：非常勤職員
必要資格：介護福祉士、普通自動車免許
給　　与：月額158,400円
手　　当：責任者手当、通勤手当ほか
募集期間：８月10日（金）から９月５日（水）
試 験 日：９月13日（木）13時30分
場　　所：北上市総合福祉センター

ホームヘルパー募集

お問合せ：介護福祉課

　去る６月 29 日（金）、
黒沢尻東支部役員視察研
修を行い、31 名で陸前
高田市へ出かけてきまし
た。震災後いち早く「人々が集える場」作りに取り組んだ
NPO 法人のお話を聞き、その後中心市街地の復興状況を
視察しました。中心市街地は12～ 13mかさ上げされて
おり、かさ上げされていない部分との落差に驚かされまし
た。最後に奇跡の一本松を見学し、帰路につきました。

　去る６月 21 日（木）、自治
公民館長・福祉協力員等視察研
修を行い、29 名で岩泉町に出
かけてきました。岩泉町役場 
危機管理統括監の佐々木重光氏

より、東日本大震災や平成 28 年度の台風 10 号による
被災状況および復興状況について講話をいただき、今後
の相去の自主防災活動に活かせるよう勉強してきまし
た。午後は、泉金酒造株式会社と岩泉乳業株式会社を見
学しました。どちらも、岩泉の豊かな地域資源を活用し
た魅力的な企業であると感じました。

　去る７月３日（火）に江釣子駅
舎清掃奉仕活動を実施し、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、ＪＲ社員、社協江釣子支
部役員の総勢 78 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「暑いけれど頑張ってきれい
にしたい。」と話し、清掃活動に励んでいました。

社協支部情報

黒沢尻東支部

相 去 支 部

江釣子支部

締切
間近！

※北上市総合福祉センター集合解散です。


