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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」
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表紙写真について：

　７月７日、虹の保育園で「サマーショッピング」が行われました。

園児たちは、おめんやさん、くじやさん、にんぎょうすくいやさんの

おかいものを楽しみました。

　この日の給食はスペシャルメニューでした。
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　7月13日（月）紫波総合高校文化研究部の
生徒６名が当会へ来訪され、「福祉に役立
てて欲しい」との想いで作成した雑巾36
枚を寄贈いただきました。
　いただいた雑巾は福祉センターのロビー
に展示した後に当会のヘルパー事業所や福
祉活動で使用させていただく予定です。
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新鮮な野菜のご寄付
ありがとうございます
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　７月27日（月）にJAいわて中央青年部紫
波地区部長高橋徹様が当会へ来訪され、「紫
波型地域食堂で利用して下さい」とのこと
で野菜の寄贈がありました。
　いただいた野菜は８月５日（水）に開催し
た紫波型地域食堂で幼稚園児から高校３年
生がそれぞれいる13世帯にお弁当と共に希
望者へ渡されまし
た。地域食堂利用
者からは「雨続き
で野菜の値段が高
い中、新鮮な野菜
をいただけてあり
がたい」と感謝の
言葉がありました。

　７月７日（火）、日詰地区の渡邉要様が来
所され当会に10万円のご寄付をいただきま
した。「亡き母が生前、町の子供達の力に
なりたい想いがあった」と渡邉様からお話
しがありました。当会近藤会長より「町の
子供達のために利用させていただきます」
と感謝をお伝えしました。
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～ つながる しあわせ マスクプロジェクト ～

マスクポスト
～ つながる しあわせ マスクプロジェクト ～

マスクポスト
　コロナ禍の中、自分や大切な人、そして
社会を守るため、できる限りの予防策を
とって、協力し合っています。これからも
生活に必須なマスクを必要な方にお届けす
るためにも、紫波町ボランティア連絡協議
会（会長 村谷仲）ではマスクポストの取組
みを行っています。
　寄付していただける未使用の不織布マス
クや未使用のガーゼマスク、手作りマスク
などがありましたら、町内各地区公民館に
設置しているマスクポストにお寄せ下さい。
ご協力お願いいたします。

左：小田中局長  右：高橋徹部長 花できれいに飾られた雑巾▶

◀ 左：紫波総合高校生徒
　 右：藤尾訪問介護事業所所長

 左上：小田中局長  中：渡邉要様  右：遠藤介護支援専門員
 左下：近藤会長



　今年度はコロナウィルス感染症防止のためバザーや出店、発表等の接触が増える催し
は行いません。
　展示と掲示のみの開催となりますが、ご覧頂く際は消毒やマスク着用、他者との間隔
を空けるなどの感染防止にご協力くださるようお願いいたします。

【 期 日 】令和２年 10月２日（金）午後１時３０分～午後５時
　　　　　　　　  10 月３日（土）午前１０時～午後１時
【 場 所 】紫波町情報交流館　１階　市民交流ステージ

今年は、平面作品と写真の展示・町内福祉団体の紹介パネルの掲示を行います

介護をテーマにした展示を行います。お気軽にお立ち寄りください。

しわ介護の日 ～みんなの力を介護の力に～
日　時 10月2日(金)午後1時30分～午後５時

10月3日(土)午前10時～午後1時
場　所 紫波町情報交流館(オガールプラザ内)

2階　大スタジオ周辺
内　容 町内介護事業所紹介、その他展示

主　催

問い合わせ先

しわ介護の日事業運営委員会
紫波町社会福祉協議会　    672-3258
紫波町役場　長寿介護課高齢者支援室

　671-1101

今年はふれあいフェスタと同日に開催します。

※昨年まで実施していた講演会等はコロナウイルス感染症防
止のため行いません。

部　　　門
応 募 資 格

応 募 点 数
作品の規格

応募の仕方

審査・表彰

絵画、文芸等の壁に掲示出来る平面作品
障がいのある方で、紫波町・矢巾町にお住
まいの方又は紫波町・矢巾町の事業所等に
通っている方
一人１点まで
サイズは B5～A2程度
※画材・素材は自由ですが、平面作品に限
ります

・作品には住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号・所属・作品タイトルを添付し
て下さい。応募方法は下記の①又は②の
方法でお願いします。
①8月17日（月）から9月18 日（金）までの
平日8:30～17 :00までに紫波町社会福
祉協議会へお持ちください。

②郵送でもかまいませんが、その際の送料
はご負担下さい。
※返却は10月５日（月）から10月９日（金）
までの8:30～17 :00で紫波町社会福祉
協議会へ引取りをお願いします。

・９月下旬に実行委員にて応募作品の審査
を行い、下記の各賞を決定します。受賞
者には10 月２日（金）13 :30の開会式に
て賞品を授与します。

展示期間等

そ　の　他

　　ふれあいフェスタ賞　1名
　　ふれあい賞　　  　　2名
※応募者全員に応募プレゼントをお渡しし
ます。 

・作品の展示は、10 月2日（金）13 :30～
17 :00と10月3日（土）10 :00～13 :00
です。

・紫波町情報交流館１階 市民交流ステージ
で展示します。
※展示の際、作品タイトルと氏名を記載し
た紹介用紙を作品と共に掲示しますので
ご了承下さい。
広報物やホームページ、事業報告書へ応募
作品画像を使用する場合がありますのでご
了承下さい。

展示作品募集要項
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紫波町ふれあいフェスタ 2020開催

沢山の応募お待ちしております

０分～午後５時

平面作品と写真の展示・町内福祉団体の紹介パネルの掲示を行います

紫波町ふれあいフェスタ 2020開催

紫波町社会福祉協議会内 ふれあいフェスタ 2020
〒028-3304  紫波町二日町字古舘 356-1
TEL　019-672-3258
FAX　019-672-5039
E-mail　s-syakyo07@bg.wakwak.com

　 応募先とお問合せ先



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
4,817,000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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　 まごころ● まごころ 令和2年６月～令和2年７月まで

●寄付
㈱伊藤園 様   ……………………………………… ３６,１３５円

渡邉 要 様　……………………………………… １００,０００円

匿　　 名   ……………………………………… １００,０００円

匿　　 名   ………………………………………… ５０,０００円

中野 洋一 様 ………… 消毒液約２１ℓとスプレーボトル１０本

照井 美代子 様 …… テレビ、布団、シルバーカー、シャワーチェア

紫波総合高校文化研究部  ………………… 手作り雑巾３６枚

４

お 知らせ

電  話：019-672-3258
F A X：019-672-5039
E-mail：shiwa-shakyo@ce.wakwak.com

◆電話番号が記載されている欄についてはそちらにお問い合わせください。
それ以外のお問い合わせは

紫波町社会福祉協議会

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！

日　時 令和2年１１月22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」

参加対象 町内にお住まいで、結婚50年以上（昭和
45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）

会　費
（夫婦１組）

宿泊する場合  １５,０００円
日帰する場合  １０,０００円

申込方法 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。

申込期限 １1月6日㈮

第18回 紫波町金婚を祝う会第18回 紫波町金婚を祝う会

　虹の保育園では、現在、0歳児から就学前までのお子さん
（定員120名）の保育を40名の職員で行っています。令和3年
4月から私たちと共に働いていただける方を募集しています。

採用人数：２名（正規職員）
採用月日：令和３年４月１日
勤 務 地：紫波町稲藤字牡丹野40番地１
募集期間：令和２年7月15日～9月30日
試 験 日：令和２年10月17日（土）

＊試験要項、受験申込書については、紫波町社会福祉協
議会ホームページ「虹の保育園職員採用試験要項」を
ご覧ください。

＊問合せ 虹の保育園（℡：019-673-7307 伊藤、戸塚）

虹の保育園
保育士採用試験のお知らせ

虹の保育園
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虹の保育園
保育士採用試験のお知らせ

基準日 令和２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２年９月１１日
㈮までに当会までご連絡願います。

・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。下記の基準を満たしている方
は、遠慮なさらずに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。

要　件

紫波町社会福祉協議会褒賞について

　令和２年７月３日(金)から停滞した梅雨前線が九州南部
に記録的な大雨をもたらし、球磨川など河川の堤防決壊等
により、大きな人的被害および家屋被害が出ております。
　紫波町社会福祉協議会では、この災害により被災された
方への支援として、募金箱を町内８か所（ラ・フランス温泉、
紫波グリーンホテル、紫波ビジネスホテル、オガールベース、
紫波中央駅、情報交流館、ナックス、福祉センター）の施設
において、令和２年１０月３０日まで設置いたします。
　趣旨をご理解の上、義援金につきましてご理解いただき
ますようよろしくお願いいたします。

令和２年７月九州南部豪雨
災害義援金の募集


