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ふれあいと交流ふれあいと交流
仲間づくりを図る仲間づくりを図る
ふれあいと交流ふれあいと交流
仲間づくりを図る仲間づくりを図る

この広報は、皆様からいただきました共同募金の配分金の助成を受けて発行しております。

　11月19日（金）花泉総合福祉センター大ホールを会場にふれあい交流会を開催しました。
　花泉地域内でひとり暮らしをしている65歳以上の方を対象にした交流会で、対象者38人のほか老松
介護予防センター利用者や世話人として参加した民生委員など約60人の参加をいただきました。
　健康体操、花泉交番署員による特殊詐欺に関するお話し、プロの奏者による尺八演奏、お楽しみ抽選
会で楽しいひとときを過ごしました。例年は日帰り旅行の形をとっていましたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から、昨年度に引き続きこのような形で行いました。参加者からは「楽しかった」
「尺八での歌謡曲は新鮮だった」等の声が聞かれました。

発行　令和３年 12月 25日
一関市社会福祉協議会花泉支部
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令和３年度共同募金運動　令和３年度共同募金運動　実績の中間報告実績の中間報告令和３年度共同募金運動　実績の中間報告

ことばを育み想像力を豊かに　読み聞かせことばを育み想像力を豊かに　読み聞かせ
　福祉啓発事業「昔話・絵本・紙芝居の読み聞かせ」を、11月１日（月）から12日（金）まで花泉地域内の保育施
設５カ所で全８回行いました。ボランティアグループ語り部の会「いずみの里」（千葉章夫会長）の出前方式によ
る読み聞かせで、子育て支援と交流を図りました。
　同会では高齢者施設等で語り部活動をしていましたが施設側の感染症対策で活動機会が減ったことと、新たな
子育て事業を模索していた花泉支部が協力し、少人数で訪問する形で行いました。
　いずみの里のみなさんからは、帰りに子どもたちから「今度はいつ来てくれるの？」という言葉をかけてもらい
ました。ぜひ来年も続けたいと思ったとのこと。また園の先生からは「子どもたちがこんなに真剣に聞くとは思っ
ていなかった、本当にびっくりした。」と話されました。
　いずみの里事務局の藤堂ミキ子さんからは「花泉の子どもたちの成長に少しでも役立ってもらえたらと思い
ボランティアを引き受けました。はじめは少し重荷に感じていましたが、子どもたちや先生方が喜んでくれまし
たので、関わらせて頂きありがたかったし、良かったと思いました。」と感想をいただきました。

　10月からスタートしました共同募金運動に、地域の皆さまからたくさんの善意が寄せられて
います。本当にありがとうございます。ここに11月末現在の中間報告をさせていただきます。

最終実績については、花泉支部社協情報誌第58号で掲載する予定です。

じぶんの町を良くするしくみ
赤い羽根共同募金
目 標 額　　2,126,000円
中間実績　　1,363,618円

内訳　 戸別募金　2,523件　1,248,500円 
法人募金　   50件　  101,000円 
学校募金　    3件　   14,103円 
そ の 他　    2件　       15円

つながり ささえあう みんなの地域づくり
歳末たすけあい募金
目 標 額　　1,488,000円
中間実績　　  669,153円

内訳　 戸別募金　2,232件　665,800円 
法人募金　    1件　  2,000円 
職域募金　    1件　  1,353円

園児たちからお礼のメダル贈呈
幼保連携型認定こども園 花泉こども園

絵本の読み聞かせ
一関市認可小規模保育園 丸喜の家にこにこ保育園

紙芝居の様子
公私連携幼保連携型認定こども園 わくつこども園

読み手から園児へ折り紙のプレゼント
幼保連携型認定こども園 金沢保育園
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心のバリアフリーを目指して心のバリアフリーを目指して
～キャップハンディ体験～

　11月から12月にかけて、永井小学校４年生、油島小学校
４年生、金沢小学校６年生を対象にキャップハンディ体験を行
いました。
　各学校の体育館等を会場に、白杖を使った視覚障がいの体験、
車いすの操作、白内障疑似体験、認知症を理解する講話を行い
ました。
　支援する側、受ける側の両方を体験することで「普段意識せ
ず通る階段が長く感じた。」「友達の声がけに安心できた。」など、
普段と違う状態にとまどいながらも、相手の立場になって考え
る大切さを学びました。

第74回岩手県社会福祉大会被表彰者ご紹介第74回岩手県社会福祉大会被表彰者ご紹介
　11月２日（火）岩手県社会福祉大会において、社会福祉活動にご貢献いただいた個人や団体が表彰に
なりました。受賞の皆様、誠におめでとうございます。

岩手県社会福祉大会長表彰
　＜共同募金運動功労者＞　千葉雄一郎（老松）
　＜褒　　章（在宅介護）＞　黒澤　泰子（涌津）、稲部　輝雄（金沢）
岩手県民生児童委員協議会長表彰
　＜永年勤続民生委員・児童委員＞
　　高橋より子、渡邊　德子、岩渕　孝芳、鈴木　儀一、金野　松子
　　小野寺祥子、武田　慶一、小野寺賢一、安部　悦子、熊谷　惠子
岩手県共同募金会長感謝状　花泉仏教会

（花泉地域分、敬称略）

白内障ゴーグルを使った体験
（永井小学校）

視覚障がいの体験
（油島小学校）

車いすの操作
（金沢小学校）

お礼の手紙（金沢小学校）



緊 急 連 絡 カ ー ド
一関市社会福祉協議会長　様
私が届け出た下記個人情報を、一関市社会福祉協議会並びに担当民生委員と共有することを承諾します。

（要援護者本人の記入が困難な場合）

代理人氏名　　　　　　　　　　　　　　㊞（続柄　　　）

ふりがな
男
・
女

生年月日
大正・昭和　　　　年　　　　　月　　　　　日平成・令和

氏　 名 ㊞

住 

所
一関市 電 

話
血
液
型

Ａ・Ｂ
Ｏ・ＡＢ
RH（　）

同居者の
状況等

世帯主等（本人以外）の名前　　　　　　同居者数
（続柄　　　　　）

人
（
◯
で
囲
む
）

対
象
者
区
分

ひとり暮らし高齢者・寝たきり高齢者

高齢者のみの世帯・障害者

その他（� ）
住宅の
状況等

持家でない場合、管理人の連絡先等
　管理人氏名� 合鍵：　　　
　電話番号� 有・無・不明

緊
急
連
絡
先
名
簿

連絡順位 氏　　　名（ふりがな） 続柄等 住　　　　　　　所 電　話　番　号

1.（近隣者）

2.（近親者）

3.

4.

5.

災害時の避難場所 行政区名 地区担当民生委員
氏名� Tel（　　　－　　　　　）

氏名� Tel（　　　－　　　　　）

特記事項（差しつかえなければ記入願います。）
・緊急通報システムの設置（有・無）
・かかりつけの病院名（電話番号も）
・障害等をお持ちの方は、部位など
・利用している介護保険事業者名（電話も）
・その他、既往症等

受付印（社協）

救急車・火事１１９　 警察１１０
　この緊急連絡カードに記載する情報は、本人が家庭に掲示し緊急時に使用するほか、カード控えを市社協・
担当民生委員・並びに申し出により災害発生時に地域等における避難支援活動に役立てるためのものであり、
それ以外の用途に使用したり、他に情報を流出することを禁止します。

【一関市社会福祉協議会】

居住建物の見取り図（略図で構いません。）

※普段いる部屋の位置を　 　で

　寝ている部屋の位置を　 　で示して下さい。

居住建物の構造等

（　　　　　）造（　　　　　）階建

例（１階）
寝室

風呂
トイレ

台所

居間居間

玄関

階段

電話

TV

緊急連絡
カード

　私は、この「緊急連絡カード」に記載した事項を、災害時に要援護者を安全に避難させるため支援方法及び
実施方法等について協議する一関市災害時要援護者避難支援連絡会議に、避難支援活動を行うことを目的に
使用することを了承します。

　氏　　名� ㊞
（本人又は代理人）�

〒021－0877　岩手県一関市城内１番３６号

　社会福祉法人 一関市社会福祉協議会
□一関支部 〒021-0877 一 関 市 城 内 1 番 3 6 号

電話 0191（23）6020� FAX 0191（23）6024
□花泉支部 〒029-3103 一関市花泉町老松字水沢 193 番地 1

電話 0191（82）4002� FAX 0191（82）4002

□大東支部 〒029-0521 一関市大東町渋民字大洞地 55 番地 8
電話 0191（71）1177� FAX 0191（71）1181

□千厩支部 〒029-0803 一関市千厩町千厩字町浦 97 番地 1
電話 0191（53）2885� FAX 0191（53）2881

□東山支部 〒029-0302 一関市東山町長坂字西本町139番地1
電話 0191（47）3238� FAX 0191（47）3236

□室根支部 〒029-1201 一関市室根町折壁字八幡沖 116 番地
電話 0191（64）3983� FAX 0191（64）3984

□川崎支部 〒029-0202 一関市川崎町薄衣字諏訪前 137 番地
電話 0191（43）4323� FAX 0191（34）4040

□藤沢支部 〒029-3405 一関市藤沢町藤沢字町裏 55 番地
電話 0191（63）5122� FAX 0191（48）3047

4

健康長寿を願いお祝い健康長寿を願いお祝い
　今年度の敬老事業は、一関市、一関市社会福祉協議会、各地区福祉推進協議会の３者主催により80
歳以上の皆さま全員にお祝い品が市から、地区福祉推進
協議会からは趣向を凝らした独自の記念品が届けられま
した。
　また米寿を迎えられる皆さまには、ＪＡいわて平泉
ハートフル花泉支部様から手づくり健康枕が贈られました。
　今後とも変わらずお元気で過ごされますようお祈りい
たします。
　※ 花泉地域の当祝者1,984名、うち米寿祝者122名 
（８月１日現在）

お祝い品をお届けしました（左 油島地区、右 日形地区）

贈られた記念品　花泉地区

緊 急 時 に緊 急 時 に　　活用します活用します見守り活動に見守り活動に
　一関市社会福祉協議会では、地域で安全・安心をはかりながら、
いつまでも住み慣れた家庭や地域で生活できる仕組みづくりの一つ
として、災害弱者に対する緊急時や急病等の支援活動のための緊急
連絡カードを整備するものです。
　カードは、民生児童委員のご協力により、緊急時に連絡が必要な
一人暮らし高齢者の方、在宅の寝たきり・認知症高齢者の方、重度
障がいの方等を対象に作成し本人宅に備えておきます。
　またご本人や家族などの了承を得て、本会及び担当地区民生委員、
一関市災害時要援護者避難支援連絡会議に複写を備え情報の共有を
図ることとしています。

緊 急 連 絡 カ ー ド の 整 備



主任
ケアマネージャー

保健師
（看護師）

社会福祉士
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　地域包括支援センターは、みなさんが住み
慣れた地域で、安心した暮らしを送れるよう、
介護・保健・医療など、さまざまな面で必
要な援助や支援をする総合相談窓口です。

専門職の職員が
連携して一緒に考えます

保健師（看護師）、社会福祉士、主任ケアマネジャーが
チームとなり、関係機関と連携を取りながら、総合
的な支援を行います。

≪地域包括支援センターの4本柱≫
①介護予防ケアマネジメント（介護予防や健康づくりの支援）
②権利擁護（財産や権利を守る支援）
③総合相談業務（さまざまな相談に対応）
④包括的・継続的ケアマネジメント（適切なサービス提供への支援）

はないずみ地域包括支援センター（電話36-3021）へ、お気軽にお問合せください。

　花泉総合福祉センターはどなたでも利用できる
公共施設として、平成26年度から市の指定管理
を受け社協花泉支部で維持管理を行っています。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用
にあたっては各部屋の定員の半分までとし、使用
後の机、イス等の消毒をお願いしています。
　また感染対策としてロビーに自動検温器を設置
しました。安心して施設を使用していただくため、
ご理解とご協力をお願いいたします。

ごご利用利用ください　ください　花泉総合福祉花泉総合福祉センターセンター

こんな活動に使われています
ダンス練習、舞踊練習、囲碁同好会、料理研修、
芸能発表会、社員研修説明会、相談会、
団体総会、団体会議、消防訓練、講演会、
祝賀会、交流会、各種研修等

施設のご案内
和室３室、小会議室、中会議室３室、相談室、
栄養指導室（調理室）、食堂、大ホール

ロビーに自動検温器も設置しました

施設のご予約、お問合せは花泉支部（電話82-4002）までお願いいたします。

地域包括支援センターは、地域包括支援センターは、
高齢者のみなさんの生活をサポートします！高齢者のみなさんの生活をサポートします！

和室 大ホール
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花泉地域花泉地域
シニアスポーツ大会開催シニアスポーツ大会開催

花泉地域花泉地域
シニアスポーツ大会開催シニアスポーツ大会開催

　地域みんなの協力による福祉の町づくりに役立てるために、花泉地域内の小・中・高校生の皆さんから
福祉作文を募集します。
　詳細は下記のとおりです。みなさんの応募お待ちしております！
募集対象：花泉地域内の小・中学校児童生徒並びに花泉高等学校生徒。
応募作品：福祉体験文、福祉作文、提案・要望、その他自由。
　　　　　1,200字以内にまとめましょう。（応募作品は一人１点まで）
応募締切：令和4年１月17日（月）まで
応募方法： 原稿用紙を使用し、１行目に題名、２行目に学校名、学年、氏名を書いてください。学級担任

の先生または担当の先生に提出してください。
審　　査： 審査は一関市社会福祉協議会花泉支部で行います。入賞者は、校長先生を通じて本人に通知

します。全員の作品を「花泉町福祉作文集」としてまとめ、応募者全員に配布する他、入賞
者には賞状と記念品を贈ります。

小・中・高校生から福祉作文を大募集小・中・高校生から福祉作文を大募集

　 まごころ寄付 （令和３年９月１日～ 11月 30日まで）
　下記の方々からご寄付をいただきました。皆様から頂戴したご寄付はふれあいサロン事業、福祉啓発
事業、高齢者福祉事業などの地域福祉事業に役立たせていただきます。

 名　　　　前 金　　額  名　　　　前 金　　額
高　橋　和　夫　様（花泉町金沢） 100,000円 扇塚建立扇供養祭実行委員会

　水木流歌升会・鶴升会　様 5,722円
花泉文化協会舞踏の会一同　様 10,000円

一関市社会福祉協議会一関市社会福祉協議会
職員募集職員募集

　一関市社会福祉協議会では、下記の
とおり職員を募集しております。

  職　　種  
　訪問介護員（ホームヘルパー）

  募集要件  
　介護福祉士
　介護職員初任者研修過程修了者
　普通自動車運転免許

  募集人員  　若干名

  雇用形態  　パート職員

　詳細については、一関市社会福祉協議
会花泉支部までお問合せください。

応募して
みませんか？

　11月12日（金）感染症予防に配慮した種目で競いました。
スカットボール競技では「入れ～！入れ～！」の大声援。
優勝は油島チーム。おめでとうございます！




