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No.201

社協は、社会福祉協議会の略称です。

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

（敬称略、順不同、8/22迄受付分）特別会員

（敬称略、8/22迄受付分）まごころ

●東北永愛友商事岩手㈱  ●㈲大坊製作所  ●㈲八重藤製作所  ●芳野内科医院  ●㈱三協製作所  ●北上工機㈱岩手工場  
●㈱まるも  ●㈲カトウ製作所  ●㈱東北ビルテック  ●　カネハラ  ●八重樫社会保険労務士事務所  ●小田島建設㈱  
●㈲トロイカ  ●㈲マルサ商会  ●㈱北日本環境保全  ●㈱ワガスポ  ●千田工業㈱  ●㈱エヅリコエンジニアリング
●㈱千葉匠建設  ●北上自動車㈱  ●㈲北上プリント  ●㈱ボイス  ●㈱Ｓ.Ｉ.Ｔ  ●都タクシー  ●北上信用金庫  
●旭ボーリング㈱  ●おいかわ歯科クリニック  ●日本ダボ㈱北上工場  ●南部電気工事㈱  ●㈱メイホール  
●北上ガス㈱  ●㈱コセガワ  ●㈱市川製作所  ●㈱エレック北上  ●北上電工㈱  ●岩手基礎工業㈱  
●医療法人社団敬和会日高見中央クリニック  ●㈱ケディカ  ●㈲浅井自動車販売  ●㈱北上オフィスプラザ  ●㈱登美屋  
●東北スイコー㈱  ●坂の上野田村太志クリニック  ●北上歯科医師会  ●江釣子ショッピングセンターパル  
●㈱スパット北上  ●㈱丸片ガス  ●くさのイン北上  ●スーパーオセン北上店  ●北上ひまわり  ●なるいクリニック  
●㈱笠井  ●㈱アベヤス  ●ダスキン北上支店  ●㈱角弘北上営業所  ●㈱小菅工務店  ●㈱西部開発農産  
●㈱薄衣電解工業  ●㈱八重樫タクシー  ●フルテック㈱北上営業所  ●㈲アセス  ●ワミレス東北販売㈱  ●㈱岩手給食

●手風琴笑ごまの会 …………………………
●Ｆｏｌｋの森緑化推進協議会 ……………

10,000 円
10,000 円

●北上市地域婦人団体協議会 ……………
●匿名 …………………………………………

100,000 円
雑巾 36 枚

特別会員のお申込み・お問い合わせは、総務課まで

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。

北上市社会福祉協議会へ寄付

　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。

が はじまりますが はじまります赤い羽根共同募金運動

  《 やさしい気持ちがつながる赤い羽根 》
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60％が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。
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。

15,435,000円

○歳末たすけあい募金　　3,177,000円
○一 般 募 金　12,258,000円

北上市の令和４年度目標額は、

令和３年度に皆さんから
お寄せいただいた募金は、
15,281,095円 になりま
した。
ご協力ありがとうござい
ました。

赤い羽根共同募金のしくみ赤い羽根共同募金のしくみ
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法人や企業・
事業所で

　10月１日（土）から7日（金）まで市内商業施設等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 21 団体に街頭募金ボランティアとしてご協力をいただく予定です。

※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。
　なお、実施にあたっては新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら実施します。

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、スーパーアークス北上店

街頭募金を
実施します

●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。

FacebookURL  https://www.facebook.com/shakyo.kitakami

『それぞれの進路相談会』『それぞれの進路相談会』のご案内
　様々な理由で不登校や別室登校をしている中学生
や高校生、また保護者等を対象に、将来の不安を少
しでも解消できるように、進路相談会を開催します。

※各種チラシ、パンフレット等の情報提供のコーナーもあります

「第 55 回歳末助け合い市民芸能大会」の開催について
～北上市地域婦人団体協議会 北上支部～

令和４年12月４日（日）   10時30分～15時
北上市文化交流センターさくらホール　中ホール
婦人会員ならびに一般市民による踊り、歌、合唱、
演奏 など
一般 1,000 円　　小・中・高生 500 円
必要経費を除いた益金は、北上市共同募金委員会
（歳末たすけあい募金）に寄付します。

日　時
会　場
内　容

入場券
益　金

ホームヘルパー募集

お問い合わせ先：介護福祉課へお問合せください。

訪問介護員（パートタイマー）… 若干名募集人員

業務内容 利用者のお宅へ訪問し身体介護、生活援助
等を行います。

就業時間
午前７時～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。）

勤務日等 月曜日から日曜日

雇用形態 パートタイマー

必要資格 初任者研修修了者、普通自動車運転免許

応募書類 履歴書（写真貼付）、初任者研修修了証書（写）など

給　　与 時給 1,100 円～ 1,300 円、各種手当あり

募集期間 随　　　時

試験日及び場所 随　　　時

内

　
　容

日時 令和4年10月29日（土）
13時 30分 ～ 15時 30分

会場 参加定員 20名（先着順）北上市生涯学習センター ３階
〇ミニ講話　「進路選択のいろいろ」　
　NPO法人もりおかユースポート 理事長 加藤源広 氏
〇情報提供 「進学に伴う支援制度について」
　　　　　　　　　　　　　北上市社会福祉協議会
〇個別相談ブース
 ・DＳＣ高卒資格サポートセンター 鹿島学園高等学校
 ・盛岡スコーレ高等学校   ・星北高等学園　 
 ・もりおか若者サポートステーション  など

申込・問合せ「暮らしの自立支援センターきたかみ」
（72-6074）

 　３年ぶりの歳末助け合い市民芸能大会です。この大会は、市民の
皆さんと創り上げる舞台です。どうぞ会場にお越しください。

令和4年度令和4年度

≪出演を希望される方へ≫
申込締切は 10 月 15 日（土）です。
出演を希望される方は下記までお問
合せください。

　問合せ先
　　北上市地域婦人団体協議会
　　北上支部　事務局　小岩  正子
　　電話 090-6223-5720
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　市民が一堂に会し、福祉向上の更なる努力を誓い合うとともに、多年にわたり社会福祉の発展
に寄与された方々を顕彰します。

期  日：令和4年11月22日（火）

会  場：北上市文化交流センター さくらホール 大ホール（北上市さくら通り二丁目１番１号）

内　容
　12:30　受付
　13:30　オープニング
　14:00　式典（表彰等）
　15:00　記念講演
　16:10　閉会

「支え合い 誰もが 安心して 健やかに暮らせる 地域社会」の実現を目指して

記念講演
　講 師：特定非営利活動法人ほっとプラス理事
　　　　 聖学院大学心理福祉学部客員准教授

第31回北上市民福祉大会開催のお知らせ第31回北上市民福祉大会開催のお知らせ第31回北上市民福祉大会開催のお知らせ 法人・企業・事業所の皆さまへ

赤い羽根共同募金へのご協力方法を紹介します！赤い羽根共同募金へのご協力方法を紹介します！

ご協力いただける法人・企業・事業所がございましたら、下記にご連絡ください。
お問合せ   北上市共同募金委員会（北上市社会福祉協議会　地域福祉課）　電話：６４－１２１２

北上青年会議所と懇談会を開催しました北上青年会議所と懇談会を開催しました

■ヤングケアラーの潜在化
　→アウトリーチの実施、当事者同士の交流会の開催
■社会的孤立者の支援→受け止める居場所づくり、当事者の役割
　づくり、興味や趣味を通じたつながりづくり
■福祉活動やイベント等に関する情報発信
　→ＳＮＳの活用や登録者に情報が伝わる仕組みづくり

　この度、24 時間テレビチャリティー委員会より、空気清浄機と車椅子
対応体重計を寄贈いただきました。これらは、新型
コロナウイルス感染症対策及び災害被災地復興支援
の一環として寄贈いただいたものです。当協議会で
は北上市総合福祉センターに設置し、空気清浄機は
障がい者地域活動支援センターで、体重計は補装具
等の巡回相談、障がい者地域活動支援センターの利
用者や福祉センターの来館者など市民の健康増進等
に活用します。

　去る８月19日（金）、公益社団法人北上青年会議所との懇談会を開催しました。例年開催している
地域福祉懇談会に加え、今回、若い世代や福祉関係者以外の方々との意見交換の場として、まちづ
くりや人づくりを積極的に行っており、当協議会と「災害時における協力体制に関する協定」を締
結している北上青年会議所と情報及び意見交換を行いました。なお、この懇談会は今後も継続して
実施する予定です。
　懇談会で話し合われた情報及び意見交換「自分の住む地域の福祉・生活課題」、「その課題を解決
する方法」の中から一部をご紹介します。

　赤い羽根共同募金と企業 ( 店舗 ) 等が協
力し、それぞれの強みや特徴を活かした「寄
付つき商品」を企画します。企業等が提供す
る商品及びサービスを、お客様（地域住民）
が購入や利用するごとに、企業等が売上げの
一部を共同募金に寄付していただくものです。
　寄付は年間を通じて又は期間を指定してご協力いた
だけます。　※寄付には税制上の優遇措置があります。

【例】「お弁当１個の販売につき 10円」
「商品やメニューの売上げごとに 10円」
「理美容カット１回につき５％」など

地域の福祉活動

企業（店舗）
団体等

購入者
（地域住民）共同募金会

地域へ助成

募金百貨店プロジェクトのしくみ

募金百貨店
プロジェクト

売上の
一部を
寄付 寄付つき

商品や
サービス

購入や
利用

企画
サポート

方法１　募金百貨店プロジェクトへの参加

「令和３年度協力企業（店舗）数　４社
　　　　　　　　　　  募金額　22,091 円」

大会テー
マ

　商品を購入すると、購入金額の一部が赤い羽根共
同募金に寄付される仕組みとなっています。
　設置する法人、企業、事業所の負担は電気代のみ
です。寄付いただいた募金は、販売機を設置した会
社から直接岩手県共同募金会へ送金されます。

方法2　寄付つき自動販売機の設置

「令和３年度設置台数　市内 13台
　　　　　　  募金額　192,731 円」

　スタンド式募金箱（計７台）とのぼり旗を、法人・企業・
事業所などの職域募金やイベント募金実施の際に貸し
出します。
　出入口や社員食堂、ロビーなどに一定期間設置し活
用する、又はイベントなどにご活用ください。

方法3　スタンド募金箱・のぼり旗の活用

貸出期間：10月 11 日～ 12月 31 日まで

※新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催します。新型コロナウイルス感染症の状況によっては、延期
又は中止する場合があります。

空気清浄機と車椅子対応体重計を寄贈いただきました空気清浄機と車椅子対応体重計を寄贈いただきました

コロナ禍において、生活困窮者支援のNPO活動を通じて見えてき
たこと、ひきこもり及び虐待、ヤングケアラーなどの新たな福祉課題
について、実体験を交えながらお話をいただく予定です。

講演
内容

藤田 孝典 氏
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大会テー
マ
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　認知症や障がいなどによって、判断能力が十分でない方の財産や権利を法的に守る制度です。判断能力が低
下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることが
あります。
　このような方について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人（成年後見人等）を選任し、その人
に法的な権限を与え、本人の代わりに法律行為を行うことができるようにするものです。
　北上地域福祉権利擁護センターでは、市民の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、成年
後見制度の活用をお手伝いします。

【お問い合せ】北上地域福祉権利擁護センター（北上市社会福祉協議会内）

をご存じですか？「成年後見制度」「成年後見制度」

フードバンクフードバンクって なになに？？
　社協のフードバンク運営事業は、何らかの理由で生活が困窮した状態になり、
所持金も食料もなく頼れる親類等がいない世帯に、市民の皆様からご寄付いた
だいた食品を無償で提供して生活維持の支援を行う事業です。
　全国的に様々なスタイルで運用されていますが、北上市では、当協議会が
平成26年度からフードバンク運営事業を実施し、生活困窮者の相談をお聞きす
る中で、必要な方に食品を提供し自立に向けた支援を行っています。

⇒寄付をいただける場合は、
　当協議会に直接ご持参ください。

【令和３年度の実施状況】【令和３年度の実施状況】
●寄付件数　263件
　（うちフードポストは60件）
●提供件数　221件

支援の流れ

※生活の状況を確認し、今後の見通しを立てたうえで提供します。

⇨
相談

⇦
提供

⇦
寄付

寄付者

・北上市民
・市内の企業
・フードドライブ 等

食べるものがない方
からの相談

・本人
・地域の民生委員 等
・市役所等の関係機関 等

社会福祉協議会

・食品の受付
・必要な方への
  提供

・お米（精米しているもの）
・レトルト食品
・缶詰、瓶詰
・カップ麺、乾燥めん
・調味料　　等

〇賞味期限が
1カ月以上
で常温保存
できるもの

62No.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。

ボランティア発見講座を開催 企業による地域福祉活動
　去る７月 23 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、キャップハン
ディ体験や、「学生が地域と一
緒にできるボランティア活動
（地域福祉活動）や活動への参
加を進めるために必要
なこと」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。
　また、受講者は後日
実施された地域でのボ
ランティア活動に参加
しました。
　参加した生徒からは、「自分の知らないところで行わ

れているボランティア
活動を知る良い機会に
なりました。これから
もできる範囲で活動し
ていきたい。」等の声
が聞かれました。

　去る７月 15 日（金）、特別養護老人ホーム
八天の里において、（株）丸片ガスの社員によ
るボランティア活動（施設外側の窓ふきやク
モの巣払いなどの環境整備）が行われました。
施設からは「夜、部屋の明かりに虫が集まっ
てきて、すぐに汚れて困っていました。綺麗
にしていただきありがとうございました。」と
の感謝の言葉が述べられました。

市内で活躍中 !!

　北上市社会福祉協議会ボランティア活動セ
ンターでは、企業による地域福祉活動（ボラ
ンティア活動）を応援しています。
　「始めてみたいけど、どうすればいいか分か
らない」、「どんなことに取組めばいいの？」
など、実施のための相談をお受けしています。
お気軽にお問合せください！

　岩手県社会福祉協議会では、低所得世帯、障がい者世帯等を対象に、さまざまな用途に応じた資金貸付を行っ
ております。（相談、申請は当協議会で受け付けし、審査は岩手県社会福祉協議会で行います。）貸付には、
一定の条件等があります。

・この資金は、日本学生支援機構の奨学金制度や、国の教育ローン、母子父子寡婦福祉資金貸付（母子父子世帯     
　の方）などの他制度の利用が優先となりますので利用可否をご確認ください。
・申請時には地域の民生委員と面談を行います。
・申請してから資金交付まで約１ヶ月かかります。
・相談日時を予約の上、来所してください。

お問合せ電話番号 0197 -64 -2081
（当協議会相談員直通）

資金の種類 貸付対象者 貸付限度額 据置期間 償還期間

世帯の生計中心者の収入の
減少や失業等により生活に
困窮している世帯。

（二人以上）月20万円以内
（単　　身）月15万円以内
その他、一時的な生活再建費用
に対する貸付もあります。

最終貸付日から
６ヶ月以内 10年以内総合支援資金

緊急かつ一時的に生計維持
が困難になった世帯。 10万円以内 貸付の日から

２ヶ月以内 12ヶ月以内
福 祉 資 金
緊急小口資金

福祉機器の購入や、結婚・出
産・葬儀・引越・住宅改修等
の一時的な資金が必要な方。

経費の内容によって貸付限度額
が異なります。

貸付の日から
６ヶ月以内

経費の内容に
よって償還期間
が異なります

福 祉 資 金
福　祉　費

高校、短大、専門学校、大
学に就学するのに資金が必
要な方。

　 （高校）　 月 35,000円以内
（短大・専門）月60,000円以内
　 （大学）　 月 65,000円以内
その他、入学時の一時的な費用
（入学金、制服・教科書代等）
に対する貸付もあります。

卒業後６ヶ月以内 20年以内教育支援資金

※総合支援資金・福祉資金緊急小口資金は、原則として暮らしの自立支援センターきたかみの利用が要件となります。

※福祉資金福祉費・教育支援資金は、世帯の状況に応じて暮らしの自立支援センターきたかみの利用が要件となる場合があります。

生活福祉資金貸付制度 について

相談の
具体的な例

頼れる親族がおらず、サービスの契約をしたいが契約内容がよくわからない。
子に重度の障害があり、両親が亡くなった時のことが心配である。
将来、認知症になるかもしれなく、とても不安。

このようなお悩みのある方は、権利擁護センターにご相談ください。

～申立てまでの流れ～
①制度の必要性の判断

②制度利用の
意思確認

③申立て書類の作成支援
家族、親族、関係機
関等と状況確認等を行
い、制度利用の必要性
について判断します。
状況により、他制度（日
常生活自立支援事業
等）を紹介します。

面談等によ
り、ご 本 人
の意思確認
を行います。

申立人が決まっ
たら、必要に応
じ、関係機関と
調整しながら、
申立て書類の作
成をお手伝いい
たします。

暮らしの自立支援
センターきたかみ

↑放課後等デイサービス 余暇活動

↑河川清掃活動

←配食サービス事業

【募集している食品】
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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

（敬称略、順不同、8/22迄受付分）特別会員

（敬称略、8/22迄受付分）まごころ

●東北永愛友商事岩手㈱  ●㈲大坊製作所  ●㈲八重藤製作所  ●芳野内科医院  ●㈱三協製作所  ●北上工機㈱岩手工場  
●㈱まるも  ●㈲カトウ製作所  ●㈱東北ビルテック  ●　カネハラ  ●八重樫社会保険労務士事務所  ●小田島建設㈱  
●㈲トロイカ  ●㈲マルサ商会  ●㈱北日本環境保全  ●㈱ワガスポ  ●千田工業㈱  ●㈱エヅリコエンジニアリング
●㈱千葉匠建設  ●北上自動車㈱  ●㈲北上プリント  ●㈱ボイス  ●㈱Ｓ.Ｉ.Ｔ  ●都タクシー  ●北上信用金庫  
●旭ボーリング㈱  ●おいかわ歯科クリニック  ●日本ダボ㈱北上工場  ●南部電気工事㈱  ●㈱メイホール  
●北上ガス㈱  ●㈱コセガワ  ●㈱市川製作所  ●㈱エレック北上  ●北上電工㈱  ●岩手基礎工業㈱  
●医療法人社団敬和会日高見中央クリニック  ●㈱ケディカ  ●㈲浅井自動車販売  ●㈱北上オフィスプラザ  ●㈱登美屋  
●東北スイコー㈱  ●坂の上野田村太志クリニック  ●北上歯科医師会  ●江釣子ショッピングセンターパル  
●㈱スパット北上  ●㈱丸片ガス  ●くさのイン北上  ●スーパーオセン北上店  ●北上ひまわり  ●なるいクリニック  
●㈱笠井  ●㈱アベヤス  ●ダスキン北上支店  ●㈱角弘北上営業所  ●㈱小菅工務店  ●㈱西部開発農産  
●㈱薄衣電解工業  ●㈱八重樫タクシー  ●フルテック㈱北上営業所  ●㈲アセス  ●ワミレス東北販売㈱  ●㈱岩手給食

●手風琴笑ごまの会 …………………………
●Ｆｏｌｋの森緑化推進協議会 ……………

10,000 円
10,000 円

●北上市地域婦人団体協議会 ……………
●匿名 …………………………………………

100,000 円
雑巾 36 枚

特別会員のお申込み・お問い合わせは、総務課まで

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。

北上市社会福祉協議会へ寄付

　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。

が はじまりますが はじまります赤い羽根共同募金運動

  《 やさしい気持ちがつながる赤い羽根 》
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60％が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。
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。

15,435,000円

○歳末たすけあい募金　　3,177,000円
○一 般 募 金　12,258,000円

北上市の令和４年度目標額は、

令和３年度に皆さんから
お寄せいただいた募金は、
15,281,095円 になりま
した。
ご協力ありがとうござい
ました。

赤い羽根共同募金のしくみ赤い羽根共同募金のしくみ

各ご家庭で

児童会や生徒会で

スーパーや
イベントなどで

戸別募金

街頭募金

学校募金

法人募金
職域募金

・
北
上
市
の
福
祉
の
充
実

・
岩
手
県
内
の
福
祉
の
充
実

・
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援

岩
手
県
共
同
募
金
会

北
上
市
共
同
募
金
委
員
会

法人や企業・
事業所で

　10月１日（土）から7日（金）まで市内商業施設等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 21 団体に街頭募金ボランティアとしてご協力をいただく予定です。

※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。
　なお、実施にあたっては新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら実施します。

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、スーパーアークス北上店

街頭募金を
実施します

●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。

FacebookURL  https://www.facebook.com/shakyo.kitakami

『それぞれの進路相談会』『それぞれの進路相談会』のご案内
　様々な理由で不登校や別室登校をしている中学生
や高校生、また保護者等を対象に、将来の不安を少
しでも解消できるように、進路相談会を開催します。

※各種チラシ、パンフレット等の情報提供のコーナーもあります

「第 55 回歳末助け合い市民芸能大会」の開催について
～北上市地域婦人団体協議会 北上支部～

令和４年12月４日（日）   10時30分～15時
北上市文化交流センターさくらホール　中ホール
婦人会員ならびに一般市民による踊り、歌、合唱、
演奏 など
一般 1,000 円　　小・中・高生 500 円
必要経費を除いた益金は、北上市共同募金委員会
（歳末たすけあい募金）に寄付します。

日　時
会　場
内　容

入場券
益　金

ホームヘルパー募集

お問い合わせ先：介護福祉課へお問合せください。

訪問介護員（パートタイマー）… 若干名募集人員

業務内容 利用者のお宅へ訪問し身体介護、生活援助
等を行います。

就業時間
午前７時～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。）

勤務日等 月曜日から日曜日

雇用形態 パートタイマー

必要資格 初任者研修修了者、普通自動車運転免許

応募書類 履歴書（写真貼付）、初任者研修修了証書（写）など

給　　与 時給 1,100 円～ 1,300 円、各種手当あり

募集期間 随　　　時

試験日及び場所 随　　　時

内

　
　容

日時 令和4年10月29日（土）
13時 30分 ～ 15時 30分

会場 参加定員 20名（先着順）北上市生涯学習センター ３階
〇ミニ講話　「進路選択のいろいろ」　
　NPO法人もりおかユースポート 理事長 加藤源広 氏
〇情報提供 「進学に伴う支援制度について」
　　　　　　　　　　　　　北上市社会福祉協議会
〇個別相談ブース
 ・DＳＣ高卒資格サポートセンター 鹿島学園高等学校
 ・盛岡スコーレ高等学校   ・星北高等学園　 
 ・もりおか若者サポートステーション  など

申込・問合せ「暮らしの自立支援センターきたかみ」
（72-6074）

 　３年ぶりの歳末助け合い市民芸能大会です。この大会は、市民の
皆さんと創り上げる舞台です。どうぞ会場にお越しください。

令和4年度令和4年度

≪出演を希望される方へ≫
申込締切は 10 月 15 日（土）です。
出演を希望される方は下記までお問
合せください。

　問合せ先
　　北上市地域婦人団体協議会
　　北上支部　事務局　小岩  正子
　　電話 090-6223-5720


