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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4,636,000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
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「誰もが安心して暮らすことができる福祉でまちづくり」

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/

表紙写真
について

　６月28日（金）紫波町役場にて町内４社会福祉法人、紫波会、志和大樹会、爽生会、社会福
祉協議会が「地域における公益的な取組」の共同実施に関する協定を締結しました。法人の垣
根を超え包括的な支援を目指します。事業内容は２ページ上段をご覧下さい。

2019. 8  202号

　老人クラブと身障協共に今年度は岩手紫波地
区のスポーツ大会と交流会の当番にあたってい
ましたので、準備や打合せ等でバタバタした６
月と７月を過ごしました。会員さんをはじめ、
沢山の関係者の協力を得て無事に大会と交流会
を終えることができました。スポーツで汗を流
すのはいいことですね。それにしても100ｍの
全力疾走、選手の皆さん体力があるんだなぁと
思いながら、自分が最近いつ運動したか…思い
だせませんでした。　　　　　　　　（村松）

編　集　後　記

このマーク
ご存知ですか？
このマーク
ご存知ですか？

　これはヘルパー車のマークです。紫波町社会福
祉協議会のヘルパーはこのマークと共に毎日利用
者様のお宅に訪問しています。
　（介護を必要とする高齢者及び障がい者のお宅
を訪問）
　ホームヘルパーは利用者の残された能力を維持
あるいは向上させるため、ご自分でできる部分は
自分で行っていただきながら、ひとりひとり、そ
れぞれに合った支援を行っています。
　例えば「買い物に行けなくなったなぁ」「お風呂
に入るのが大変になったなぁ」などお困りの事を
お手伝いします。
　サービス利用をご希望の方は、お住まいの市町
村役場あるいはケアマネ事業所にご相談下さい。

第17回
紫波町金婚を祝う会

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。

参加者募集！

参加対象

会　費
（夫婦１組）

申込方法

申込期限

日　時 令和元年11月24日㈰
午後４時30分～午後８時（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44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８日㈮

基準日 平成３１年４月１日現在

個人情報の取扱い 本会「個人情報保護に関する規程」に基づき、適
正に取り扱うこととしており、他の目的で使用す
ることはありません。

その他 要件等でご不明な点については事務局にご連絡願います。

お知らせ方法 該当される方は、介護対象者氏名及び介護者氏名、
住所、連絡先を令和元年９月９日㈪までに当会ま
でご連絡願います。

要　件

・寝たきりＢ（日中もベットでの生活が主体であ
　るが、座位を保つことができる）以上
・認知症で常時目が離されない状況

基　準

　当会では、毎年在宅介護者の方々に対し、褒賞を授与す
ることとしております。下記のとおり基準を満たしている
方があれば、遠慮せず、ぜひご連絡をお願いします。

・在宅要援護者（寝たきり高齢者、重度障害者等）
　の介護に５年以上携わった個人。

・介護の対象者が概ね３ヶ月以上にわたり、入院若しくは施
設に入所した場合は、その期間を除いて介護期間を計算し
てください。

・基準日前に褒賞要件に該当しているが、基準日に介護の対
象者が在宅にいない場合は、該当しません。

紫波町社会福祉協議会褒賞について

お知らせ

お問い合わせは、紫波町社会福祉協議会　電話：019-672-3258



【 期 日 】令和元年10月５日（土）９：45開館 【 場 所 】オガールプラザ

問合せ先

募集締切 ９月27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。

★その他、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の促進を図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。

第48回岩手紫波地区
身体障害者スポーツ交流会
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【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（焼きそば、フランクフルト、フライドポテト、
串こんにゃく等・・・)

【体験コーナー】
バルーン、救急救命など。
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】
空くじ無しの豪華抽選コーナー。

【クイズラリー】
　今年もクイズラリーを開催しま
す。会場内にクイズを準備します
ので、指定の用紙に回答を記入し
て抽選コーナーに提出下さい。
クイズラリーに参加した方は１人
１回抽選を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　伊藤　昌子　℡ 090－9740－5407　　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 イベントコーナー

ステージ
発　表
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就労準備支援ボランティア事業について就労準備支援ボランティア事業について
　町内在住の方で、一般就労を直ぐに目指すこと
が難しい方を紫波町内の４つの社会福祉法人が協
力して、就労の支援活動を行う場を提供します。

対 象 者：自立相談支援機関等の面談で、将来
的に一般就労が可能と見込めて、ま
ずは短時間の軽作業等の就労体験を
する必要がある人。

期　　間：体験日数は３０日（必要が認められれ
ば４５日を上限とします）。

活動内容：体験する施設で異なりますので面談
の際にお問い合わせください（主に
軽作業です）。

　紫波町内の４つの社会福祉法人が協力して、９
月４日から月１回買い物送迎サービスを行います。
このサービスは町内在住の方で、自由に買い物に
行けない高齢者世帯の方や障がい者世帯の方を対
象として実施します。
　ご利用希望の方は、事前登録が必
要となりますので、社会福祉協議会
や地域の民生委員さんまでお問い合
わせください。

対 象 者：６５歳以上の１人暮らし及び高齢者
のみの夫婦世帯、障がい者世帯で公
共交通機関を利用して移動すること
が難しく、また歩いていける範囲に
商店等がない方で、なおかつ自動車
を所有していない方

行 き 先：ナックス
運 行 日：毎月第１水曜日（送迎時間や乗車場

所について、申込後にご連絡いたし
ます）

提供時間：午前１０時～１１時３０分
（送迎時間も含みます
ので実質４５分程度）

利用料金：無料

買い物送迎サービスについて

お問い合わせ先は…
●実施主体：紫波町社会福祉法人連携ネットワー
　　　　　　ク推進協議会
●協力法人：紫波会、志和大樹会、爽生会、紫波
　　　　　　町社会福祉協議会
●問合せ先：紫波町社会福祉協議会
　　　　　　　住所：紫波町二日町字古舘356－1
　　　　　　 ＴＥＬ：019－672－3258

　７月５日（金）紫波町総合体育館で、岩手紫波
地区管内（７市町村）の身体障がい者総勢１２５
名が一同に集まり、第４８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。

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

優　勝：紫波町
準優勝：雫石町
第３位：矢巾町
第４位：岩手町
第５位：葛巻町

次期開催地は岩手町です。 次期開催地は、矢巾町となります。

第42回岩手紫波地区
老人スポーツ大会

　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参加して開催された岩手紫波
地区老人スポーツ大会は、応援団を含む約３００
名が集結しました。
　今年度は、紫波町が主管で紫波運動公園陸上
競技場にて行われました。
　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
目で競い合いました。
各種目の上位チームは
９月中旬に行われる県
大会へ出場します。
　結果は下記のとおり
です。

紫波町ふれあいフェスタ２０１９開催

★ けやき学園　　　★ 虹の保育園
★ 紫幸会　　　　　　 　　　　その他
★ 平和台病院

ふれあいバザーにご協力ください
　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。

（　　　　　　　　　　　　 ）
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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
目で競い合いました。
各種目の上位チームは
９月中旬に行われる県
大会へ出場します。
　結果は下記のとおり
です。

紫波町ふれあいフェスタ２０１９開催

★ けやき学園　　　★ 虹の保育園
★ 紫幸会　　　　　　 　　　　その他
★ 平和台病院

ふれあいバザーにご協力ください
　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。

（　　　　　　　　　　　　 ）



　 まごころ● まごころ 令和元年６月～令和元年７月まで

 ● 
㈱伊藤園様……………… 46,761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4,636,000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
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「誰もが安心して暮らすことができる福祉でまちづくり」

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/

表紙写真
について

　６月28日（金）紫波町役場にて町内４社会福祉法人、紫波会、志和大樹会、爽生会、社会福
祉協議会が「地域における公益的な取組」の共同実施に関する協定を締結しました。法人の垣
根を超え包括的な支援を目指します。事業内容は２ページ上段をご覧下さい。

2019. 8  202号

　老人クラブと身障協共に今年度は岩手紫波地
区のスポーツ大会と交流会の当番にあたってい
ましたので、準備や打合せ等でバタバタした６
月と７月を過ごしました。会員さんをはじめ、
沢山の関係者の協力を得て無事に大会と交流会
を終えることができました。スポーツで汗を流
すのはいいことですね。それにしても100ｍの
全力疾走、選手の皆さん体力があるんだなぁと
思いながら、自分が最近いつ運動したか…思い
だせませんでした。　　　　　　　　（村松）

編　集　後　記

このマーク
ご存知ですか？
このマーク
ご存知ですか？

　これはヘルパー車のマークです。紫波町社会福
祉協議会のヘルパーはこのマークと共に毎日利用
者様のお宅に訪問しています。
　（介護を必要とする高齢者及び障がい者のお宅
を訪問）
　ホームヘルパーは利用者の残された能力を維持
あるいは向上させるため、ご自分でできる部分は
自分で行っていただきながら、ひとりひとり、そ
れぞれに合った支援を行っています。
　例えば「買い物に行けなくなったなぁ」「お風呂
に入るのが大変になったなぁ」などお困りの事を
お手伝いします。
　サービス利用をご希望の方は、お住まいの市町
村役場あるいはケアマネ事業所にご相談下さい。

第17回
紫波町金婚を祝う会

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。

参加者募集！

参加対象

会　費
（夫婦１組）

申込方法

申込期限

日　時 令和元年11月24日㈰
午後４時30分～午後８時（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44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８日㈮

基準日 平成３１年４月１日現在

個人情報の取扱い 本会「個人情報保護に関する規程」に基づき、適
正に取り扱うこととしており、他の目的で使用す
ることはありません。

その他 要件等でご不明な点については事務局にご連絡願います。

お知らせ方法 該当される方は、介護対象者氏名及び介護者氏名、
住所、連絡先を令和元年９月９日㈪までに当会ま
でご連絡願います。

要　件

・寝たきりＢ（日中もベットでの生活が主体であ
　るが、座位を保つことができる）以上
・認知症で常時目が離されない状況

基　準

　当会では、毎年在宅介護者の方々に対し、褒賞を授与す
ることとしております。下記のとおり基準を満たしている
方があれば、遠慮せず、ぜひご連絡をお願いします。

・在宅要援護者（寝たきり高齢者、重度障害者等）
　の介護に５年以上携わった個人。

・介護の対象者が概ね３ヶ月以上にわたり、入院若しくは施
設に入所した場合は、その期間を除いて介護期間を計算し
てください。

・基準日前に褒賞要件に該当しているが、基準日に介護の対
象者が在宅にいない場合は、該当しません。

紫波町社会福祉協議会褒賞について

お知らせ

お問い合わせは、紫波町社会福祉協議会　電話：019-672-3258
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