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　11 月 22 日 HOZ ホールにおいて、ひとり暮らし高齢者を
対象とした「いきいきふれあい集会」が開催され、村内各地
区より 76 名が集まりました。
　五枚橋村長より励ましの言葉をいただき、二戸警察署九戸
駐在所所長、二戸消防署九戸分署副分署長より「安全な生活」
について講話がありました。
　引き続き、ひめほたるこども園・日本民謡協会岩手九戸会・
ボランティア連絡協議会の皆さんよりアトラクションが披露
され、また、参加者の歌や踊りで楽しいひとときを過ごしま
した。

この広報は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。

いきいきふれあい集会
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歳末たすけあい募金運動にご協力お願いいたします
“つながりささえあうみんなの地域づくり”
（運動期間12月1日～12月31日）
　歳末を間近にひかえ、村内の支援や援助を必
要とする方々を含めすべての住民が健康で幸せ
な新年を迎えることができるよう、毎年運動を
展開しております。寄せられました募金は、村
内の対象者の方々に民生委員等のみなさんを通
じて配分されます。

　みなさまからのあたた
かいご芳志ありがとうご
ざいました!!
　10月1日より全国一斉に赤
い羽根共同募金運動が展開さ
れ、九戸村でもたくさんのみ
なさまよりあ
たたかいご協
力をいただき
まして、あり
がとうござい
ました。

平成29年度歳末たすけあい募金配分結果

赤い羽根共同募金

「まさざね館」前 「オドデ館」前

会場　花巻市保健センター

○世帯配分
　準要保護世帯、介護世帯、
　ひとり暮らし、老人世帯、
　老人夫婦世帯、母子・父子世帯

村内98世帯
合計 686,000円

○社会福祉施設配分
　障害者施設、老人福祉施設

村内3施設（対象124名）
合計 152,000円

○地域福祉活動費配分
　通所介護事業所

村内3施設（対象211名）
合計 195,500円

１０月１７日
街頭募金活動

平成３０年度九戸村社会福祉協議会費報告

九戸村社会福祉委員等視察研修

　本年6～7月、各行政連絡員さんを通じて村民の皆様からご協力いただきました当協議会一般会費（1世帯700
円）について、次のとおりご報告致します。ご協力ありがとうございました。

　1０月14～1５日、九戸村民生委員児童委員と九戸村社会福祉協議会役員の
計17名で石巻市の復興状況を視察し、花巻市で介護予防・日常生活支援総合事
業について、介護予防の強化！地域のつながり・見守り体制の強化！介護サービ
ス費の適正化！介護保険料の上昇抑制！を目的とした先進地の事業を研修して
まいりました。

行政区名 金　額 納入世帯数 行政区名 金　額 納入世帯数 行政区名 金　額 納入世帯数
瀬月内 28,000 40 鹿島 48,300 69 雪屋 18,200 26
宇堂口 23,800 34 伊保内上 58,800 84 田代 31,500 45
泥の木 40,600 58 伊保内下 68,600 98 柿の木 21,700 31
平内 36,400 52 川向 124,600 178 江刺家上 41,300 59
妻の神 39,200 56 南田 115,500 165 江刺家下 24,500 35
戸田上 46,900 67 小倉 41,300 59 道地 28,700 41
戸田下 65,800 94 長興寺上 47,600 68 丸木橋 18,200 26
戸田舘の下 15,400 22 長興寺下 39,900 57 山屋 24,500 35
山根 84,700 121 大向 9,800 14 細屋 45,500 65
荒谷 64,400 92 五枚橋 18,200 26
二ツ家 16,100 23 荒田 29,400 42 合計 1,317,400 1,882
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職員研修

ボランティアのひろば

　10月24日、八戸市方面において地域ふれあいサロンを開催いたしました。今年度で12回目となったこ
の事業は、民生委員の皆様の協力を得て、ひとり暮らし高齢者を対象とし、健康づくり活動、寝たきり、
閉じこもり予防を目的として開催されています。
　今回の参加者は50名で八戸「種差海岸・葦毛崎展望台」を散策し、その後「グランドサンピア八戸」で
シルバーリハビリ体操指導者から簡単にできる体操を教わり、その後昼食、温泉でゆったりと過ごしまし
た。「イオン田向店」で買い物を楽しみ、のんびりと帰路につきました。

　9月8日（土）毎年恒例の畜産まつりが行わ
れ、福祉バザーを開催しました。たくさんの
方々からバザーに協力していただきました。

地域ふれあいサロン

福祉バザー

九戸中第3学年のみなさん
ご苦労さまでした

　7月30日福祉センターにおいて、九戸中第3学年の
みなさんとその保護者のみなさんによるワックスがけ
奉仕作業が行われました。
　このワックスがけ奉仕作業は今年度で12年目とな
り、代々第3学年の親子ＰＴＡ活動の一環となってい
ます。大きな機器の移動、クレンザーがけ、拭き取り、
ワックスがけと、少人数では何日もかかる作業を２時
間で完了 ! !福祉センター内の床は、見違えるようにピ
カピカになり、センター内の利用者にも大変喜ばれて
いました。大変ご苦労さまでした。

万が一のための
災害ボランティア講習会

　8月4日、山村開発センター・HOZホールを会場に
災害ボランティア講習会が開催されました。
　九戸村赤十字奉仕団指導のもと炊き出し救助訓練が
行われました。特殊な袋にお米を詰めて災害用移動煮
たき釜でご飯を炊き、カレールーをかけて試食しまし
た。また、二戸消防署九戸分署からは防災についての講
話及びＡＥＤ救命講習が行われ、実際にＡＥＤによる
救命救急を体験しました。参加者は緊張の面持で真剣
に取り組みました。

苦情解決に係る事業所内研修（７月1２日） 健康づくり指導講習会（1０月4日）
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インフォメーション・information

　九戸村社会福祉協議会では、日常生活における悩みや心配
ごとなど、様々な生活・福祉に関わる相談に応じる「総合相談」
を行っております。「総合相談専用電話」は 0195-43-3150
です。相談は、おいでいただいても電話でも結構です。秘密
は厳守しますので、安心してご相談ください。

日時　平成31年1月9日（水）　13時30分～15時
場所　九戸村総合福祉センター 
※予約制ですので、希望者は事前にご連絡下さい。

心配ごと相談所（無料法律相談）

――― 編集・発行 ―――
社会福祉法人

九戸村社会福祉協議会
〒028-6502　九戸村大字伊保内7-39-4
　　（九戸村総合福祉センター内）
TEL…0195-41-1200　FAX…0195-42-2064
ホームページアドレス…http://www.kunohe-shakyo.jp/

　当協議会で提供している福祉サービスについて
の苦情等の相談窓口を設置しています。
＜相談、苦情等の受付先電話番号＞
　☎0195－41－1200
＜相談、苦情等の受付担当者＞
　荒田ゆかり、安達さつき
＜第三者委員＞小田野幸、日影惠子
　なお、下記においても苦情相談の受付をおこ
なっておりますので、気軽にご相談ください。
＜岩手県福祉サービス運営適正化委員会＞
　☎019－637－8871

毎月第２、第４火曜日開催　時間午前10時～正午

場所：九戸村総合福祉センター〔子育てサロン室〕

福祉サービス苦情解決相談窓口を
設置しています。

みんなおいで !! はまなすっ子広場
未就園児を対象とした子育てサロン

30年 12月 25日「自由遊び」

31年

1月 8日「餅つき会」
22日「自由遊び」

2月 12日「おたのしみ♪」26日「自由遊び」

3月 12日「ひな祭り会」26日「自由遊び」

災害義援金の報告  10月31日現在（敬称略）
○【平成30年7月豪雨災害義援金】
　　寄付者… 九戸中学校　様… 21,415円
… 九戸福祉会　様… 9,147円
… 匿名… 10,000円
… 匿名… 10,000円
… 匿名… 5,400円
… 募金箱… 9,116円
○【平成30年北海道胆振東部地震災害義援金】
　　寄付者… 圓通寺　様… 47,496円
… 小笠原耕悦　様… 5,000円
… 匿名… 10,000円
… 匿名… 10,000円
… 匿名… 10,000円

　　ありがとうございました。

　なお、寄せられた義援金は各被災地各行政、共同募金
会の配分委員会を通じ被災者の皆さんへ配分されます。
　引き続き「災害義援金」を募集しています。
○【平成30年7月豪雨災害義援金】
　　　募集期間：平成30日年12月28日（木）まで
○【平成28年熊本地震義援金】
○【平成30年北海道胆振東部地震災害義援金】
　　　募集期間：平成30年3月31日（土）まで

　詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。
　　・岩手県共同募金会　　　TEL　019-637-8889
　　・九戸村共同募金委員会　TEL　0195-41-1200

ご寄附・寄贈ありがとうございます。
〔平成30年8月～11月〕
寄附金
　・古舘忠次郎　様　30,000円
　・大村貞子　様　　郵券
　　　　　　　　　　（2,016円）
寄贈
　・中村吉明　様　紙おむつ
　・㈱小田島　様　車いす　3台

　いただいた寄附金は、福祉基金
に積み立てられる等、有効に活用
させていただいております。　

九戸村立九戸中学校様より義援金を届けていただきました。

㈱小田島様より
車いす3台

寄贈いただきました。


