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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。

　10 月１日（火）から３日（木）及び５日（土）から８日（火）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。

  《 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。

　●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ご協力をいただいております。
　●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」のピンバッジを希望によ
り差し上げます。（限定 200 個）

15,755,000円

○歳末たすけあい募金　　3,217,000 円
○一 般 募 金　12,538,000 円

北上市の令和元年度目標額は、

平成 30 年度に皆さんからお寄せいただいた募
金は、15,597,923 円 になりました。
ご協力ありがとうございました。

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　地域福祉課）

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

●㈲浅井自動車販売 ●㈱阿部製作所 ●㈱阿部マイカーセンター
●㈱岩手ヤクルト工場 ●㈱薄衣電解工業 ●㈱ S.I.T
●㈱エヅリコエンジニアリング ●おいかわ歯科クリニック 
●及川脳神経内科クリニック ●㈲桜舞 ●小田島建設㈱ 
●北上工機㈱岩手工場 ●北上歯科医師会 ●北上ひまわり 
●㈱木戸口工務店 ●くさのイン北上 ●坂の上野・田村太志クリニック
●㈱西部開発農産 ●㈲大坊製作所 ●㈱千葉匠建設 ●東北スイコー㈱
●㈱東北ビルテック ●㈱トヨタレンタリース岩手
●南部電気工事㈱ ●日本ダボ㈱北上工場 ●フルテック㈱北上営業所
●㈲マルサ商会 ●㈱まるも ●みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱花北営業所
●㈲もりや ●八重樫社会保険労務士事務所 ●㈱八重樫葬具店
●㈱八重樫タクシー ●芳野内科医院 ●ワミレス東北販売㈱
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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9月13 日

No.182

社協は、社会福祉協議会の略称です。きたかみ
社協だより

まごころ （敬称略、8月25日迄受付分）

● 石郷岡吉子 …… タオル 127 枚、手ぬぐい４枚

福祉基金 
（敬称略、8月25日迄受付分）

● 北上市地域婦人団体協議会 
           ………… 70,000 円

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。

街 頭 募 金 を 実 施 します！

　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おいしい食事をお楽しみいただ
きます。

「ふれあい交流会」参加者募集！

　再就職を考えている方を対象に有資格者に限らず、
介護職の経験がある方に再就職の支援を行います。

介護技術おさらい講習のご案内

日　時：10 月 11 日（金）11 時～15 時
※10 時 15 分北上市総合福祉センター集合。

全員集合後、10 時 30 分に出発します。送
迎が必要な方は、申し込み時にお申し出く
ださい。

会　場：展勝地レストハウス
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：９月 27 日（金）までに地域福祉課へ

社協だよりの表紙に掲載する写真を募集します！
　きたかみ社協だよりを、より身近な広報誌をとしてご覧いただけるよう、表紙の写真を募集します。

「しあわせ」「心温まる」「ほっこりする」など福祉を感じさせる写真をご応募ください。
　※必ず、写っている人物の承諾を得てください。
例えば・・お孫さんと一緒の野菜を収穫している写真・地域行事の風景・お子さんが家事をお手伝いする様子　などなど
●写真データを外部記憶媒体（ＵＳＢなど）に収めて当協議会地域福祉課まで持参するか、電子メールに添付して送信してくだ
さい。その際、①タイトル、②写真の説明、③氏名、④住所、⑤年齢、⑥電話番号、⑦Ｅメールアドレスを記載してください。（現物の
写真の場合、編集過程で画質が落ちてしまうため、データでの投稿を推奨しています。）

開催日：9 月 20 日（金）  13 時～ 16 時 30 分
会　場：北上市総合福祉センター 1 階　第 1・2 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、資格を有してない方、又は有資格
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

※介護ベッド、車いすを使用した実技も行い
ますので動きやすい服装でお越しください。

受講料：無　料　　
申込締切：9 月 17 日（火）
　岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉人材センター
　盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手 2 階
　TEL : 019-601-7062　FAX : 019-637-9612

【対 象 者】市内在住の視覚障がい者
【内 　 容】 ・声の広報：「広報きたかみ」「市議会だより」「社協だより」「物故者情報」など　・点字広報：「広報きたかみ」
【利 用 料】無料（送料もかかりません）
【お届け日】毎月第１、第３火曜日に郵送でお届けします。
【そ の 他】  「声の広報」は、ご希望をお伺いし、CD またはテープに録音したものをお届けします。
【お問合せ】地域福祉課

声・点字広報の利用者の募集について
　当協議会では、ボランティアの方々にご協力をいただき、視覚障がい者の方を対象に「広報きたかみ」や「社協だより」
などを録音した「声の広報」及び点訳した「点字広報」を作成しています。
　「声の広報」または「点字広報」を利用してみたい方は、下記までお問い合わせください。

障がい者等リフレッシュ事業

　障がい者の自立と社会参加を目指し、スポーツを通じて機
能の回復と体力の維持増強を図ると共に、障がい者に対する
理解を深めることを目的にふれあいスポーツ大会を開催しま
す。障がいの有無に関わらず、誰でも楽しめる運動会です。
昼食に豚汁とおにぎりが出ます。みんなでいい汗をかき、楽
しく交流しましょう。

北上市ふれあいスポーツ大会

第 26 回北上市ふれあいスポーツ大会実行委員会事務局　電話兼 FAX　64-5028（高橋）

日　時：10 月 19 日（土）　10 時～ 14 時 30 分
会　場：北上総合体育館大アリーナ　　
参加費：200 円
申込み：10 月 1 日（火）までに下記実行委員会事務局へ
             お申込みください。

第26回
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さい。その際、①タイトル、②写真の説明、③氏名、④住所、⑤年齢、⑥電話番号、⑦Ｅメールアドレスを記載してください。（現物の
写真の場合、編集過程で画質が落ちてしまうため、データでの投稿を推奨しています。）

開催日：9 月 20 日（金）  13 時～ 16 時 30 分
会　場：北上市総合福祉センター 1 階　第 1・2 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、資格を有してない方、又は有資格
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

※介護ベッド、車いすを使用した実技も行い
ますので動きやすい服装でお越しください。

受講料：無　料　　
申込締切：9 月 17 日（火）
　岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉人材センター
　盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手 2 階
　TEL : 019-601-7062　FAX : 019-637-9612

【対 象 者】市内在住の視覚障がい者
【内 　 容】 ・声の広報：「広報きたかみ」「市議会だより」「社協だより」「物故者情報」など　・点字広報：「広報きたかみ」
【利 用 料】無料（送料もかかりません）
【お届け日】毎月第１、第３火曜日に郵送でお届けします。
【そ の 他】  「声の広報」は、ご希望をお伺いし、CD またはテープに録音したものをお届けします。
【お問合せ】地域福祉課

声・点字広報の利用者の募集について
　当協議会では、ボランティアの方々にご協力をいただき、視覚障がい者の方を対象に「広報きたかみ」や「社協だより」
などを録音した「声の広報」及び点訳した「点字広報」を作成しています。
　「声の広報」または「点字広報」を利用してみたい方は、下記までお問い合わせください。

障がい者等リフレッシュ事業

　障がい者の自立と社会参加を目指し、スポーツを通じて機
能の回復と体力の維持増強を図ると共に、障がい者に対する
理解を深めることを目的にふれあいスポーツ大会を開催しま
す。障がいの有無に関わらず、誰でも楽しめる運動会です。
昼食に豚汁とおにぎりが出ます。みんなでいい汗をかき、楽
しく交流しましょう。

北上市ふれあいスポーツ大会

第 26 回北上市ふれあいスポーツ大会実行委員会事務局　電話兼 FAX　64-5028（高橋）

日　時：10 月 19 日（土）　10 時～ 14 時 30 分
会　場：北上総合体育館大アリーナ　　
参加費：200 円
申込み：10 月 1 日（火）までに下記実行委員会事務局へ
             お申込みください。

第26回


