令和元年度福祉健康標語「言いにくい

なやみも言える

今回の表紙

思いやりと笑顔の八幡平市福祉運動会
令和元年７月 31 日（水）八幡平市総合運動公園体育館
今年も地域や世代を超えた交流と親睦を目的として、運動会を行いました。

家族なら」

2019. 10月発行

52

No.

「手をつないでゴールする」
「協力してしょいかごにボールを入れる」など 8 種
目のプログラムに熱戦が繰り広げられました。
参加者が赤白黄青の 4 チームに分かれ、思いやりといたわりの気持ちで協力し
合う競技に大きな声援が響き、ふれあいの輪が広がった運動会となりました。
愛ちゃんと
希望くん

この広報は、皆さまから寄せられた赤い羽根共同募金の一部をあてて発行しています
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第14回八幡平市社会福祉大会と福祉まつり

大会表彰受賞者のご芳名︵敬称略・順不同︶
○社会福祉事業功労者
①社会福祉団体役員・評議員
佐藤テツ 畠山春美︵以上安代︶
福田秀子︵松尾︶
②社会福祉団体職員
古川真理子︵西根会︶
立柳富子︵みちのく協会︶
齋藤千津子︵安代会︶
②民生委員・児童委員
山本幸弘︵安代︶
○褒賞
畑ヤエミ︵松尾︶
○感謝状
横澤誠子︵西根︶
○福祉健康標語︵最優秀賞︶
大︵松野小６年︶

①福祉の部
八幡

家族なら﹂

﹁言いにくい なやみも言える
②健康の部
古川真愛︵松尾中２年︶
﹁笑い合う 健康来たる 福来たる﹂

市民センターと駐車場では

福祉まつりとして︑市内の福

祉団体を始め︑障がい者作業

所の出店や消防署による放水

体験︑ふれあいいきいきサロ

ン作品展示など︑多数の出展

をしました︒作り手もお客さ

んも一緒になって楽しむこと

ができるのが︑福祉まつりの

魅力です︒
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健康の部表彰
福祉健康標語
おたすけ劇団による寸劇の様子

八幡平市西根地区市民センター〕
〔令和元年９月28日

社会福祉大会には、一般市民のほか来賓、市内福祉関係者など約150人が出席しました。社
会福祉の向上に功績のあった方々に表彰状や褒賞が手渡され、福祉健康標語入選者への表彰

も行われました。
また講演では、「『ノブばあさん町に出る』の巻」と題して、認知症に関する寸劇が、おた

すけ劇団（団長 吉田均氏）から披露され、続いて「地域の幸福づくり」と題して矢巾町地域
包括支援センター所長吉田均氏から、地域包括ケアについて講話をいただきました。

出店大盛況
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『じぶんの町を良くするしくみ。』
共同募金運動に
本年度もみなさまの
温かいご支援をよろしくお願いします
運動期間：10月1日から12月31日まで

赤 い 羽 根 募 金
◇
◇

八幡平市の今年度募金目標額は、400万円です。
みなさまからお預かりする募金は、八幡平市内の地域福祉活動（内訳は次のとおり）や、
岩手県内の社会福祉施設の整備などに活かされています。
八幡平市内で使われる主な地域福祉活動事業費
総額 367万円（令和元年度見込額）
○老人福祉活動費（ダイヤモンド婚を祝う会など）
48万円
○児童・母子福祉活動費（チャイルドシート貸出、ボランティア協力校指定など）105万 6 千円
○地域福祉総合支援事業（ボランティア福祉講座、福祉だより発行など）
205万 1 千円
○団体事業費（赤ちゃん誕生メッセージ贈呈など）
8 万 3 千円

歳 末 た す け あ い 募 金
◇
◇

八幡平市の今年度募金目標額は、372万円です。
地域で支え合ってお正月を迎えようという趣旨により、みなさま
からお預かりする募金は、在宅で暮らす重度の障がいをもつ方、ひ
とり暮らしの高齢者、経済的に困窮する世帯を対象に、個人や世帯
への義援金として、年末に民生児童委員を通じてお配りさせていた
だきます。

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金募集中！

令和元年台風第15号千葉県災害義援金募集中！

令和元年 8 月27日からの大雨により、佐賀県内各地で
人的被害や家屋の浸水被害等が発生し、県下20市町にお
いて災害救助法が適用されました。
佐賀県共同募金会では被災された方々の支援を目的
に、義援金の募集を行っております。

令和元年９月８日の台風15号の暴風雨により、千葉県
内各地で停電等甚大な被害が生じ、県下41市町村におい
て災害救助法が適用されました。
千葉県共同募金会では被災された方々の支援を目的
に、義援金の募集を行っております。

・義援金の名称
令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
・受付期間
令和元年９月２日〜令和２年２月28日
・義援金受入口座
ゆうちょ銀行 00950 9 237585
佐賀県共募令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金

・義援金の名称
令和元年台風第15号千葉県災害義援金
・受付期間
令和元年９月17日〜令和元年12月30日
・義援金受入口座
ゆうちょ銀行 00160 2 293218
千葉県共募令和元年台風第15号千葉県災害義援金
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災害ボランティアセンター開設訓練を行いました
９月１日、寄木小学校で八幡平市防災訓練が行われ、市社会福祉協議会では災害ボランティアセン
ター開設訓練を行いました。
災害ボランティアセンターは、大規模災害が発生した時に、被災地の住民の生活復興を支援するた
めに設置されます。全国各地から駆けつけてくれるボランティアの皆さんと、被災し支援を必要とし
ている市民の皆さんをつなぎ、活動の場の調整を行う役割を担います。
今回の訓練には、市社会福祉協議会に登録しているボランティアや市社会福祉協議会役職員が参加
しました。
河川の洪水や家屋の浸水の発生に加え、震度
６強の地震が発生したという想定のもと、参加
者は運営スタッフやボランティア役、ボラン
ティアを依頼する役に分かれ、災害ボランティ
アセンターの一連の流れを体験しました。

①被災者から被災状況や作業依頼の聴き
取りをします

③ボランティアをグループに分けリーダーを決
めたあと、作業内容などの説明を受けます

②災害ボランティア登録とボランティア
活動保険加入の受付をします

④用具を持ってそれぞれの活動場所へ移
動します。終了後は用具を返却し活動
状況を報告します。

誰かが困ったとき、手を差し伸べる。災害ボランティアは不安な状況にある被災者に寄り添い、
支えるボランティアです。
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【生活福祉資金のご案内】
岩手県社会福祉協議会が運営する生活福祉資金は、資金の種類によって制度を利用できる世帯が決められて
います。低所得、障がい者、高齢者、生活保護の各世帯が制度の利用対象となっています。世帯の生活の安定
と経済的自立を支えるための国の制度です。
・資金の種類

総合支援資金

失業など世帯収入の減少による生活全般の困窮状態から、生活の立て直し
に必要な費用
福祉費
生業や技能習得など、日常生活を送るうえで一時的に必要な経費
緊急小口資金
緊急かつ一時的に世帯の生計が困難となり、生活の立て直しに必要な費用
教育支援資金
高等学校や短期大学、大学、高等専門学校に就学するために必要な経費

・利用できる
世帯

所得の少ない世帯。世帯の収入がおおむね市民税非課税程度で必要な資金の融資を他から
受けることが困難である世帯です。

・利用できない
母子世帯や父子世帯、寡婦世帯の方は、母子・父子・寡婦福祉資金のご利用を優先してい
世帯
ただきます。また、世帯収入が一定以上の場合、一般的な融資が受けられる場合、他の公的
給付や制度を受けられる場合は対象外です。
・連帯保証人

県内に居住し、住民税の課税があり65歳以下の方です。

・民生委員

申し込み時から償還完了まで、生活状況の把握や相談などに地域の民生委員が対応にあた
ります。

・貸付利子

資金の種類・連帯保証人の有無により、利子が異なります。連帯保証人がある場合は無利
子、なしの場合は年1.5％ です。

ご相談やお申し込みは、八幡平市社会福祉協議会へお問い合わせください。

本所

フードドライブ︵食料支援活動︶
にご協力お願いします︒

消費する予定がなく︑寄付が可能

㿌

㿌２

50

八幡平市総合福祉センター

八幡平市野駄

㿌４４００

19

な食料品はありませんか︒

住所

電話

西根支所

７
４

八幡平市社会福祉協議会では︑食

料品の寄贈を受け︑緊急で一時的に

食べ物が必要な世帯へお届けする活

㿌

Ｊ Ａ新いわて八幡平営農経済セ

八幡平市田頭
72

動︵フードドライブ︶に取り組んで

住所

㿌１８２１

39

ンター内

皆さんから寄せられた食料品は︑

電話
７
５

います︒

ＮＰＯ法人フードバンク岩手︵盛岡

安代支所

安代福祉センター

市︶に集められ︑八幡平市や近隣市

町村の食べ物に困っている対象世帯

八幡平市小柳田２１０㿌１

㿌２８１１

住所

電話

へ提供されます︒

食料品の寄贈やお問い合わせは︑

八幡平市社会福祉協議会本所︑西根

支所︑安代支所へお願いします︒

ご寄付いただきたい食料品の一例

インスタント食品︑レトルト食品︑

乾物︑缶詰︑お菓子類︑調味料︑お

米︵精米︶︑乾麺︑飲料︵お茶やコー

ヒー︶など

※賞味期限が２カ月以上のもの

※未開封のもの

※アルコール類や自家製品はご遠慮

ください︒

※食料品は原則ご持参もしくは郵送

︵料金送り主負担︶
でお願いします︒

７
２

☎ 74−4400
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フォト広場
第13回八幡平市
老人スポーツ大会

このページは、みなさんの話題提供の場です。
写真やイラストなど投稿ください。

８月20日に降り続く雨のため、今年度は総合運動公園体育館での開催となりました。老人ク
ラブ会員が地区ごとにチームを組んで競技するこのスポーツ大会は、岩手県いきいきシニアス
ポーツ大会の予選も兼ねているため、楽しみながらもみんな真剣です。団体競技を通してたく
さんの笑顔と歓声が会場を熱く盛り上げていました。優勝したのは大更・寺田チームでした。

チーム一丸協力し合って玉入れ競争

チームワークを大切に優勝を目指しボール送り

傾聴パートナー「思縁つながり」
傾聴パートナー思縁つながりでは、専門の養成講座
の修了者と活動の賛同者が会員となり、市内外の高齢
者施設や登録した個人宅などに出向き「傾聴」の技能
を生かしたボランティア活動を行っています。
また、活動のひとつである、どなたでも参加できる
サロン活動をベルフ八幡平組合員ルームを会場に、月
１回開催しています。９月17日に開催したサロン活動
では参加者と会員の16人で「世界アルツハイマーデー」
のお話をきっかけに、八幡平市の在宅の福祉サービス

伊藤代表と会話を楽しむ会員と参加者

や高齢者運転、移動手段についての話題で盛り上がり
ました。
傾聴とは？
「
『おしゃべり』することで、人は自分の心の中の整
理ができる。お話しをお聴きすることで、話してく
れている人の心が整理され、ほぐれるような関わり
をすることだと思います。」
談：（「思縁つながり」代表 伊藤實さん
［西根寺田］
）
参加者の血圧を測りながら
お話に耳を傾けます。
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障害福祉サービス事業所

ポパイの家

名の利用者の

ではなく一部の行事への出店販売に

行 っ て い ま す︒
︵※主催行事の全て

や市が主催する行事に出店販売を

ポパイの家では︑社会福祉協議会

り組んでいます︒

皆さんは張り切って日々の作業に取

ポパイの家です︒

福祉まつりでの販売の様子
日に開催された﹁福祉

ますので︑会場でポパイの家の黄色

これからも各種行事に出店販売し

の工賃向上につながります︒

出店販売での売り上げは︑利用者

い上げいただきました︒

ザーを開催し︑多くの皆さんにお買

また︑今回初めての試みとしてバ

わたあめなどを販売しました︒

栽培したサトイモのほか︑手芸品や

バザーのチラシをお配りしました
いのぼり旗を見かけましたら︑ぜひ

福祉体験講座

市社会福祉協議会では︑市内の学校等に出向

いて福祉体験講座
︵白伺体験︑高齢者擬似体験︑
車いす体験︑手話体験︶を行っています︒
体験者が安全に福祉体験できるように声かけ
をしたり︑装具を身に付ける等の補助的なお手
伝いをしてくださるボランティアメンバーを募
集しています︒

スノーバスターズ活動︵除雪︶

市内では︑冬期間の積雪による生活路の確保
が困難な方のため︑次の団体の皆さんがスノー
バスターズ活動︵雪かきボランティア︶を行っ
ています︒
現在の活動団体
・松尾地区スノーバスターズ︵５地区で活動︶
・安代地区スノーバスターズ
・寺田地区スノーバスターズ
対象世帯︑活動日︑活動方法等は団体によっ
て異なります︒
団体ごとに一緒に活動していただけるメン
バーを募集します︒
お問い合わせ先

㿌４４００

八幡平市社会福祉協議会
本所
西根支所

㿌１８２１

㿌２８１１
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なります︒
︶
去る９月

お立ち寄りください︒

安代支所

７ ７ ７
２ ５ ４

32

まつり﹂にも出店し︑ポパイの家で

28

ボランティア募集

7
6

お

知

ら

せ

善意のご寄付ありがとうございました。
令和元年 7 月 1 日から令和元年10月10日まで、次の方々からいただきました。
編集 発
·行
社会福祉法人 八幡平市社会福祉協議会

○社会福祉法人松実会 特別養護老人ホーム麗峰苑
○八幡平市シルバー人材センター 様

20,000円
7,200円

○豚肉消費拡大コンペ実行委員会 様
○羽澤敦志 様（安代）［香典返し］
令和元年度

100,387円
100,000円

ふれあい相談所（心配ごと相談所）開設

専門相談 ※予約制

一般相談

※予約不要

〒０２８ ７
‑ ３０１ 岩手県八幡平市野駄

八幡平市総合福祉センター

年金・労働相談（社会保険労務士が応じます）
（相談員が応じます）
12月10日（火）・２月18日（火）
毎月第４水曜日 受付：午前10時から11時
法律相談（弁護士が応じます）
偶数月は西根、安代地区
12月13日（金）▶11月29日（金）から予約可能
奇数月は松尾地区
２月14日（金）▶１月31日（金）から予約可能
※時間や場所は下表のとおりですが、詳細については回覧チラシ、社協ホームページでお知らせします。

地域福祉懇談会開催のご案内
市内３カ所を会場に地域福祉懇談会を開催します。これからの八幡平市の福祉活動による地域づくりに活
かしていくため、皆さんが日頃感じている福祉についての意見や要望を聞かせてください。
期日

11月６日（水）安代福祉センター
11月７日（木）市総合福祉センター
11月８日（金）西根地区市民センター

時間

午後１時30分開会

‑

19

50

様

お問い合わせ先
八幡平市社会福祉協議会
本所
７４―４４００
西根支所 ７５―１８２１
安代支所 ７２―２８１１

八幡平市社会福祉協議会の主な行事予定
電話・０１９５
︵
︶４４００

12月

1月
２月

ＦＡＸ・０１９５
︵

メール・ info@hachimantai-shakyo.or.jp

７
４

月
11月

︶４４０２

７
４
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日
13日
27日
10日
13日

時 間
11時〜
10時〜
13時〜
13時〜

25日

10時〜

9日
22日
14日
18日

9 時30分〜
10時〜
13時〜
13時〜

26日

10時〜

場 所
いこいの村岩手
八幡平市総合福祉センター
大更コミュニティーセンター
大更コミュニティーセンター
八幡平営農経済センター
安代福祉センター
八幡平市総合運動公園体育館
八幡平市総合福祉センター
八幡平市総合福祉センター
八幡平市総合福祉センター
八幡平営農経済センター
安代福祉センター

内 容
ダイヤモンド婚を祝う会（事前申込）
心配ごと相談
年金・労働相談
法律相談（予約制）
心配ごと相談
高齢者ニュースポーツ大会（事前申込）
心配ごと相談
法律相談（予約制）
年金・労働相談
心配ごと相談

八幡平市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

八幡平市社会福祉協議会
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