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　 まごころ● まごころ 平成30年6月～平成30年7月まで

 ● ㈱伊藤園様……………… 50,447円
 ● 匿名 …………………… 101,666円寄　　付
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共同募金へご理解とご協力のお願い
　10月１日から全国一斉に共同募金運動が行わ
れます。赤い羽根共同募金として知られ、社会福
祉向上に大きな役割を果たしています。今年度、
紫波町内では4,687,000円が、活用されています。
　目標額を提示しますが、募金は任意です。ご理
解とご協力をお願いします。

　赤い羽根データベース「はねっと」では、
共同募金の使い道を見ることができます。
「はねっと」で検索してみてください。

〈アドレス〉http://hanett.akaihane.or.jp/
   hanett/pub/home.do

検索はねっと

結婚５０年。
長年、歩んできた夫婦を御祝いします。

お気軽に申込ください。

第16回
紫波町金婚を祝う会

第16回
紫波町金婚を祝う会

参加者募集！

紫波町社会福祉協議会
電話：019-672-3258問合せ先

大阪北部地震と台風7号及び梅雨前線
による災害義援金の募集について

参加対象

会　費
（夫婦１組）

申込方法

申込期限

日　時 平成30年１１月18日㈰
午後４時～午後７時30分（予定）

場　所 ラ・フランス温泉館「湯楽々」
町内にお住まいで、結婚50年以上
（昭和43年以前に結婚の方）で、ご
夫婦で出席できる方。
（以前に参加された方は除きます）

宿泊する場合  １５,０００円
日帰する場合  １０,０００円
会費を添えて単位老人クラブ会長か
社会福祉協議会に申込ください。

１1月12日㈪

　平成30年6月に大阪府北部を震源とする地
震が発生し甚大な被害がありました。翌月７月
には西日本を中心に台風７号及び梅雨前線活動
の活発化の影響で２か月続けて西日本に甚大な
被害がありました。
　紫波町社会福祉協議会では、被災された方に
対して早急な支援を進めるため、災害義援金の
募集を行います。
　つきましては、ご協力いただける方は、直接、
紫波町社会福祉協議会へご持参いただくか、ご
連絡をいただければ、ご自宅までお伺いいたし
ますので、どうか趣旨をご理解の上、ご協力を
よろしくお願いいたします。
　また、卓上募金箱を町内８か所（紫波まちづ
くり企画、紫波グリーンホテル、オガールベース、
紫波中央駅、ナックス、福祉センター等）の施
設において、設置していただいております。
　なお、皆様からお預かりした善意の義援金は、
被災地の社会福祉協議会を通じて被災者へお届
けいたします。
　義援金募集期間は平成30年9月28日（金）ま
でです。
　改めてご協力の程、よろしくお願いいたします。

社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
障がい者支援施設 け や き 学 園

電話：019-672-1266
FAX：019-672-1267

〒028-3308 　紫波町平沢字境田44－1

◇しょうじは即日納品を基本とし、ふすま・網戸は納品まで2日から5日
ほどかかります。枚数によっては数回に分けての作業となります。

お 見 積
無料です

上記価格は普通紙の価格となります。
他にも破れにくい紙、雲竜柄もあり
ます。幅広、丈長、出窓、欄間等は
サイズにより価格算定させていただ
いております。 

網目の細かいタイプで張替えしております。

見本帳（カタログ）からお選び下さい。
二枚柄、四枚柄、無地、汚れ防止、クロ
ス各種あります。幅広、丈長、観音開
き、天・地袋等はサイズにより価格
算定させていただいております。 

ふすま紙には大きく分けて糸なしの
紙と糸入りの紙があります

しょうじ張替え ふすま張替え

普通しょうじ
（約180㎝）

1,100円～
（税抜1,019円）　

雪見しょうじ 1,300円～
（税抜1,204円）　

180㎝丈 2,200円（税抜2,038円）～網戸張替え

糸なし 2,700円～
（税抜2,500円）　

糸入り 3,600円～
（税抜3,334円）　

網戸張替えも行っております!!

　けやき学園のしょうじ張替えは、1枚1枚きれいに剥
がして桟を一本一本丁寧に磨いてから張替えています。
　ふすま張替えは、古い紙を丹念に剥がして下地をき
れいにした後、下紙を張り、ふすま紙がしっかりと呼
吸出来るような「袋張り」という技法で
表紙（おもてがみ）を張っています。
　網戸張替えは、サッシを丁寧に磨いた後、
編み目の細かいタイプで張替えています。
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紫波町総合福祉センター内　紫波町社会福祉協議会
岩手県紫波郡紫波町二日町字古舘356ー1
TEL：019ー672ー3258　FAX：019ー672ー5039
 e-mail：shiwa-shakyo@ce.wakwak.com
 ホームページ：http://www.shiwa-shakyo.or.jp/

「誰もが安心して暮らすことができる福祉でまちづくり」

各種事業の報告 ……………………２Ｐ

ふれあいフェスタ開催関連 ………３Ｐ

information ………………………４Ｐ

◆ 

◆ 

◆ 

CONTENTS

表紙写真
について

　けやき学園では、お客様からお預かりしたしょうじを一枚一枚丁寧に新しいしょうじ紙に

張替えてお客様へお引渡ししております。詳細は４ページをご覧ください。
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岩手紫波地区老人スポーツ
大会の様子

　岩手町、葛巻町、雫石町、矢巾町、紫波町の老人クラ

ブ連合会が集まり、開催されたスポーツ大会は、応援団

を含む約２５０名の参加がありました。

　今年度は、岩手町が主管で８月１日（水）岩手町総合運

動公園にて行われました。

　開会式の後、さっそく個人競技である６０ｍ走、１００ｍ走、

団体競技のボール送りなど７種目を行いました。各種目

の上位チームは９月１日に行われる県大会へ出場します。

　結果は下記のとおりです。

優　勝：紫波町
準優勝：岩手町
第３位：矢巾町

第４位：雫石町
第５位：葛巻町
※次期開催地は、紫波町となります。

【 期 日 】平成30年９月29日（土）９:４５開館　【 場 所 】オガールプラザ

★ 町内の福祉施設等による唄の発表
★ 虹の保育園園児によるお遊戯
★ 県立大学ダブルタッチサークル
　 「ＲＯＰＥ  Ａ  ＤＯＰＥ」
★ 岩手ストリートパフォーマンスクラブ

問合せ先

　紫波町ボランティア連絡協議会では、今年度も開催される紫波町ふれあいフェスタの会
場でバザーを開催します。
　結婚式等でいただいた引出物等しまったまま利用していない物がありましたなら、ボラ
協に寄付くださいませんか？
　寄付いただいた物はバザーに出品し、その利益を福祉施設への寄附金や今後のボラン
ティア活動の財源にさせていただきます。
　趣旨をご理解の上、みなさんのご協力をお願い申し上げます。

募集締切 ９月21日（金）まで
※衣類、賞味期限切れの食品はお引受けできません。
※ふれあいバザーでは、混み具合により入場制限をする場合もあ
　ります。ご了承ください。

★先着100名様に紅白大福餅をプレゼント！★先着100名様に紅白大福餅をプレゼント！

　一般の町民を対象に、障がい者と健常者がお互いの立場を理解し、障がい者に関する正し

い知識の普及と啓蒙、文化活動等を通じてふれあいを図りながら幅広く交流し、併せて当事

者活動の場を設け、障がい者の自立と社会参加を促進させることを目的としております。

ぜひ、沢山のご来場をお待ちしております

その他、子供に
大人気の

エアージャン
ボ

スライダー等
のフアフアを

用意しており
ます。

優　勝：八幡平市
準優勝：雫石町
第３位：紫波町
第４位：岩手町
第５位：矢巾町
第６位：葛巻町
第７位：滝沢市

次期開催地は紫波町です。皆で大会を盛り上げましょう。

岩手紫波地区身体障害者
スポーツ交流会の様子

　７月６日（金）雫石町営体育館で、岩手紫波地区管

内（７市町村）の身体障がい者総勢１３３名が一同に

集まり、第４７回岩手紫波地区身体障害者スポーツ

交流会が開催されました。開会式の後、さっそくフ

ライングディスクやマジックダーツ、スカイクロス

といった、ニュースポーツを中心とした競技５種目

を行いました。出場した競技者の中には、車いすの

方や視覚障がいの方など、障がい区分にとらわれる

ことなく多くの方が参加しアットホームな雰囲気で

交流会が開催されまし

た。結果は下記のとお

りです。

虹の保育園
　毎年６月～１１月の間で計５回、地域

の老人クラブの皆さんにお声掛けし、各

クラブから数名ずつ保育園にお越し頂い

ております。

　活動内容は様々ですが、乳児の遊び相

手をしてもらったり、幼児クラスの活動

への参加をしてもらったりしながら交流

を行っています。

　７月は、１歳児、２歳児クラスの子ど

もたちと遊んだ他にもプール遊びのお手

伝いをしてもらいました。

23

【販売・軽食コーナー】
　毎年、掘り出し物が見つかるふれあいバザー。近隣
市町の福祉施設による、手作り作品や食品の販売。
　（かき氷、ワッフル、アイス、パン、から揚げ…）
【体験コーナー】
バルーン、救急救命…。
色々な体験が楽しめる内容を準備しております。

【抽選コーナー】
空くじ無しの抽選コーナー。

【スタンプラリー】
　今年はスタンプラリーを開催し
ます。会場内にスタンプを準備し
ますので、指定の用紙に全てスタ
ンプがついてあれば抽選コーナー
で抽選を１回することが出来ます。
指定の用紙は当日に配られるふれ
あいフェスタのチラシです。

日 詰 地 区　村谷　　仲　℡ 672-3697　 古 館 地 区　菊池　良子　℡ 672-2076
水 分 地 区　鷹木るり子　℡ 673-6281　 志 和 地 区　熊谷　育子　℡ 673-6658
赤 石 地 区　高橋　優子　℡ 676-4836　 彦 部 地 区　八重嶋幸子　℡ 676-3131
佐比内地区　中田さとみ　℡ 674-2057　 赤 沢 地 区　池田　則子　℡ 676-2678
長 岡 地 区　茶畑イネ子　℡ 696-3934　 町ボランティア連絡協議会（町社協内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　℡ 672-3258

随時開催 充実したイベントコーナー充実充実したイベントコーナー充実したイベントコーナー

ステージ
発　表

おじいちゃん、おばあちゃんとあそぼ！
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岩手紫波地区老人スポーツ
大会の様子

　岩手町、葛巻町、雫石町、矢巾町、紫波町の老人クラ

ブ連合会が集まり、開催されたスポーツ大会は、応援団

を含む約２５０名の参加がありました。

　今年度は、岩手町が主管で８月１日（水）岩手町総合運

動公園にて行われました。

　開会式の後、さっそく個人競技である６０ｍ走、１００ｍ走、

団体競技のボール送りなど７種目を行いました。各種目

の上位チームは９月１日に行われる県大会へ出場します。

　結果は下記のとおりです。

優　勝：紫波町
準優勝：岩手町
第３位：矢巾町

第４位：雫石町
第５位：葛巻町
※次期開催地は、紫波町となります。

【 期 日 】平成30年９月29日（土）９:４５開館　【 場 所 】オガールプラザ

★ 町内の福祉施設等による唄の発表
★ 虹の保育園園児によるお遊戯
★ 県立大学ダブルタッチサークル
　 「ＲＯＰＥ  Ａ  ＤＯＰＥ」
★ 岩手ストリートパフォーマンスクラブ

問合せ先

　紫波町ボランティア連絡協議会では、今年度も開催される紫波町ふれあいフェスタの会
場でバザーを開催します。
　結婚式等でいただいた引出物等しまったまま利用していない物がありましたなら、ボラ
協に寄付くださいませんか？
　寄付いただいた物はバザーに出品し、その利益を福祉施設への寄附金や今後のボラン
ティア活動の財源にさせていただきます。
　趣旨をご理解の上、みなさんのご協力をお願い申し上げます。

募集締切 ９月21日（金）まで
※衣類、賞味期限切れの食品はお引受けできません。
※ふれあいバザーでは、混み具合により入場制限をする場合もあ
　ります。ご了承ください。

★先着100名様に紅白大福餅をプレゼント！★先着100名様に紅白大福餅をプレゼント！

　一般の町民を対象に、障がい者と健常者がお互いの立場を理解し、障がい者に関する正し

い知識の普及と啓蒙、文化活動等を通じてふれあいを図りながら幅広く交流し、併せて当事

者活動の場を設け、障がい者の自立と社会参加を促進させることを目的としております。

ぜひ、沢山のご来場をお待ちしております

その他、子供に
大人気の

エアージャン
ボ

スライダー等
のフアフアを

用意しており
ます。

優　勝：八幡平市
準優勝：雫石町
第３位：紫波町
第４位：岩手町
第５位：矢巾町
第６位：葛巻町
第７位：滝沢市

次期開催地は紫波町です。皆で大会を盛り上げましょう。

岩手紫波地区身体障害者
スポーツ交流会の様子

　７月６日（金）雫石町営体育館で、岩手紫波地区管

内（７市町村）の身体障がい者総勢１３３名が一同に

集まり、第４７回岩手紫波地区身体障害者スポーツ

交流会が開催されました。開会式の後、さっそくフ

ライングディスクやマジックダーツ、スカイクロス

といった、ニュースポーツを中心とした競技５種目

を行いました。出場した競技者の中には、車いすの

方や視覚障がいの方など、障がい区分にとらわれる

ことなく多くの方が参加しアットホームな雰囲気で

交流会が開催されまし

た。結果は下記のとお

りです。

虹の保育園
　毎年６月～１１月の間で計５回、地域

の老人クラブの皆さんにお声掛けし、各

クラブから数名ずつ保育園にお越し頂い

ております。

　活動内容は様々ですが、乳児の遊び相

手をしてもらったり、幼児クラスの活動

への参加をしてもらったりしながら交流

を行っています。

　７月は、１歳児、２歳児クラスの子ど

もたちと遊んだ他にもプール遊びのお手

伝いをしてもらいました。
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【体験コーナー】
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水 分 地 区　鷹木るり子　℡ 673-6281　 志 和 地 区　熊谷　育子　℡ 673-6658
赤 石 地 区　高橋　優子　℡ 676-4836　 彦 部 地 区　八重嶋幸子　℡ 676-3131
佐比内地区　中田さとみ　℡ 674-2057　 赤 沢 地 区　池田　則子　℡ 676-2678
長 岡 地 区　茶畑イネ子　℡ 696-3934　 町ボランティア連絡協議会（町社協内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　℡ 672-3258

随時開催 充実したイベントコーナー充実充実したイベントコーナー充実したイベントコーナー

ステージ
発　表

おじいちゃん、おばあちゃんとあそぼ！



2018. 8  196号

　 まごころ● まごころ 平成30年6月～平成30年7月まで

 ● ㈱伊藤園様……………… 50,447円
 ● 匿名 …………………… 101,666円寄　　付

4

共同募金へご理解とご協力のお願い
　10月１日から全国一斉に共同募金運動が行わ
れます。赤い羽根共同募金として知られ、社会福
祉向上に大きな役割を果たしています。今年度、
紫波町内では4,687,000円が、活用されています。
　目標額を提示しますが、募金は任意です。ご理
解とご協力をお願いします。

　赤い羽根データベース「はねっと」では、
共同募金の使い道を見ることができます。
「はねっと」で検索してみてください。

〈アドレス〉http://hanett.akaihane.or.jp/
   hanett/pub/home.do

検索はねっと

結婚５０年。
長年、歩んできた夫婦を御祝いします。

お気軽に申込ください。

第16回
紫波町金婚を祝う会

第16回
紫波町金婚を祝う会

参加者募集！

紫波町社会福祉協議会
電話：019-672-3258問合せ先

大阪北部地震と台風7号及び梅雨前線
による災害義援金の募集について

参加対象

会　費
（夫婦１組）

申込方法

申込期限

日　時 平成30年１１月18日㈰
午後４時～午後７時30分（予定）

場　所 ラ・フランス温泉館「湯楽々」
町内にお住まいで、結婚50年以上
（昭和43年以前に結婚の方）で、ご
夫婦で出席できる方。
（以前に参加された方は除きます）

宿泊する場合  １５,０００円
日帰する場合  １０,０００円
会費を添えて単位老人クラブ会長か
社会福祉協議会に申込ください。

１1月12日㈪

　平成30年6月に大阪府北部を震源とする地
震が発生し甚大な被害がありました。翌月７月
には西日本を中心に台風７号及び梅雨前線活動
の活発化の影響で２か月続けて西日本に甚大な
被害がありました。
　紫波町社会福祉協議会では、被災された方に
対して早急な支援を進めるため、災害義援金の
募集を行います。
　つきましては、ご協力いただける方は、直接、
紫波町社会福祉協議会へご持参いただくか、ご
連絡をいただければ、ご自宅までお伺いいたし
ますので、どうか趣旨をご理解の上、ご協力を
よろしくお願いいたします。
　また、卓上募金箱を町内８か所（紫波まちづ
くり企画、紫波グリーンホテル、オガールベース、
紫波中央駅、ナックス、福祉センター等）の施
設において、設置していただいております。
　なお、皆様からお預かりした善意の義援金は、
被災地の社会福祉協議会を通じて被災者へお届
けいたします。
　義援金募集期間は平成30年9月28日（金）ま
でです。
　改めてご協力の程、よろしくお願いいたします。

社会福祉法人 紫波町社会福祉協議会
障がい者支援施設 け や き 学 園

電話：019-672-1266
FAX：019-672-1267

〒028-3308 　紫波町平沢字境田44－1

◇しょうじは即日納品を基本とし、ふすま・網戸は納品まで2日から5日
ほどかかります。枚数によっては数回に分けての作業となります。

お 見 積
無料です

上記価格は普通紙の価格となります。
他にも破れにくい紙、雲竜柄もあり
ます。幅広、丈長、出窓、欄間等は
サイズにより価格算定させていただ
いております。 

網目の細かいタイプで張替えしております。

見本帳（カタログ）からお選び下さい。
二枚柄、四枚柄、無地、汚れ防止、クロ
ス各種あります。幅広、丈長、観音開
き、天・地袋等はサイズにより価格
算定させていただいております。 

ふすま紙には大きく分けて糸なしの
紙と糸入りの紙があります

しょうじ張替え ふすま張替え

普通しょうじ
（約180㎝）

1,100円～
（税抜1,019円）　

雪見しょうじ 1,300円～
（税抜1,204円）　

180㎝丈 2,200円（税抜2,038円）～網戸張替え

糸なし 2,700円～
（税抜2,500円）　

糸入り 3,600円～
（税抜3,334円）　

網戸張替えも行っております!!

　けやき学園のしょうじ張替えは、1枚1枚きれいに剥
がして桟を一本一本丁寧に磨いてから張替えています。
　ふすま張替えは、古い紙を丹念に剥がして下地をき
れいにした後、下紙を張り、ふすま紙がしっかりと呼
吸出来るような「袋張り」という技法で
表紙（おもてがみ）を張っています。
　網戸張替えは、サッシを丁寧に磨いた後、
編み目の細かいタイプで張替えています。
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紫波町総合福祉センター内　紫波町社会福祉協議会
岩手県紫波郡紫波町二日町字古舘356ー1
TEL：019ー672ー3258　FAX：019ー672ー5039
 e-mail：shiwa-shakyo@ce.wakwak.com
 ホームページ：http://www.shiwa-shakyo.or.jp/

「誰もが安心して暮らすことができる福祉でまちづくり」

各種事業の報告 ……………………２Ｐ

ふれあいフェスタ開催関連 ………３Ｐ

information ………………………４Ｐ

◆ 

◆ 

◆ 

CONTENTS

表紙写真
について

　けやき学園では、お客様からお預かりしたしょうじを一枚一枚丁寧に新しいしょうじ紙に

張替えてお客様へお引渡ししております。詳細は４ページをご覧ください。
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