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町内回覧お願いします

社協 第109号

10月19日(水)八戸市総合福祉会館（はちふくプラザ　ねじょう）において、「八戸市シニ
アはつらつポイント事業」スキルアップ講習会を開催しました。この事業は、市内の60歳以
上のシニアはつらつポイント会員が、介護施設等でボランティア活動をすることによって、自
身の介護予防と、地域福祉を推進する事業です。登録２年以上の会員向けにスキルアップ講習
会を年２回開催しています。

今回は、産業カウンセラー　坂本玲子氏を講師に迎え、「傾聴について学ぼう～有効なコ
ミュニケーションの方法～」をテーマに36名の会員が参加し、傾聴やコミュニケーションの
基礎について学びました。

八戸市社会福祉協議会
社会福祉法人

八戸市根城八丁目8-155
TEL 0178-47-2940

《 編集・発行 》

本誌はホームページでもご覧になれます



第６５回八戸市社会福祉大会を開催しました
　平成２８年１０月２７日（木）、八戸市公会堂文化ホールにおいて、第６５回八戸市社会福祉大

会を開催しました。今年は、八戸市社協創設６５周年・社会福祉法人格取得５０周年記念の年に

あたり、社協活動パネル展～八戸市社協のあゆみ～も同時開催しました。大会には、市内の福祉

関係者や市民の方など４６０名余の方々にご出席いただき、長年、地域福祉活動に貢献された

方々６１名、高額寄付者３団体の表彰を行いました。

　記念講演には、講談師

の神田織音さんをお迎え

し、「講談で学ぶ成年後

見制度」と題して、難しく

なりがちな成年後見制

度の話を、実話をもとに

分かりやすく口演いただ

きました。 講談師：神田織音さん 社協活動パネル展

～おめでとうございます～

【表彰の部】
　●民生委員・児童委員
　　　　松　長　咲　子　　畑　中　徳　基　　向谷地　和　子　　切無沢　明　美
　　　　髙　橋　睦　子　　齋　藤　和　行　　髙　橋　清　法　　佐　藤　一　雄
　　　　松　井　紅　美　　近　藤　政　子　　田名部　幸　子　　小　嶋　早　苗
　　　　佐　舘　章　英　　大　沢　脩　吾　　森　林　カホル　　橋　本　敏　子
　　　　山　田　　　広　　澤　田　昌　子　　上　杉　君　江　　藤　田　登美春
　　　　角　　　妙　子　　関　川　淳　子　　秋　山　一　女　　大　山　　　髙
　　　　水　越　一　雄　　小野寺　　　修　　中　村　と　み　　島　田　　　進
　　　　根　城　裕　子　　工　藤　美代子　　嶋　守　和　之　　阿　部　弘　子
　　　　下　舘　　　敏　　後　村　武　久　　鈴　木　誠　逸　　木　村　征　隆
　　　　岩　澤　真紀子　　馬　場　節　子　　蟹　澤　洋　一　　大　下　淑　子
　　　　渡　辺　久　子　　堀　越　ス　エ　　中　村　敞　治　　山　本　和　子
　　　　大　橋　正　治　　石　岡　きせ子　　平　間　恵　美　　赤　坂　洋　子
　　　　田　頭　順　子　　中　村　英　宏
　●保護司　　　　　　　　　　　　　　　　●社会福祉団体役職員
　　　　速　水　悦　子　　　　　　　　　　　近　田　雄　一　　青　木　純　子

　●社会福祉施設従事者
　　　　鈴　木　睦　子　　粒　来　絵里子　　岩　本　啓　子　　大　嶋　孝　子
　　　　長谷川　　　優　　坂　本　圭　子　　髙　山　安紀子

　●社会福祉活動協助者
　　　　菅　原　良　子

【感謝の部】
　●高額寄付者
　　　　宗教法人真如苑八戸支部
　　　　株式会社山村陽一葬儀店
　　　　連合青森三八地域協議会

受賞者の皆様（敬称省略）



　９月８日（木）おいらせ町下田公園において、生きがい
と健康づくり事業 としてシニア向けのウオーキング講
座を開催し、32 名の方々が参加しました。 　　　　
　講師には、ウオーキングクラブＭＴＣ21 代表　野呂
　猛　氏をお迎えし、 下田公園間木堤と野鳥の森を散
策しました。自然の豊かさに触れながら、気持ちの良い
汗を流しました。 

　地域には、病気やけが、突然の解雇などにより、その日
の食べ物に困っている方がいらっしゃいます。こうした
緊急の状況にある方にご寄付いただける食料品があり
ましたら、八戸市社会福祉協議会までご連絡ください。

●注意いただきたい点
　・賞味期限が明記されているもの
　・常温で保存が可能なもの
　・破損で中身が出ていないもの
　・お米は前年度～当年度に生産されたものに限ります

●特にご寄付いただきたい食品
　・穀類（お米・乾麺など）
　・保存食（缶詰・瓶詰など）
　・インスタント食品・レトルト食品

問合せ先　八戸市社会福祉協議会　　４７－２９４０
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フードバンク事業

食料品の寄付のお願い
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講座講座講座
シニアいきいき

講座

TOMOさんのバルーンパフォーマンスに、お客さんも
大盛り上がり！

ボランティア・市民活動フェスティバル２０１６ボランティア・市民活動フェスティバル２０１６
　好天に恵まれた平成 28 年 9 月 25
日（日）、八戸市庁前広場にて「ボラ
ンティア・市民活動フェスティバル
2016」を開催し、約 2,850 名の来
場者で賑わいました。
　会場内には、ボランティア団体、
市民活動団体を中心に 37 のブースを
設け、各々の団体の活動紹介や物品
販売、団体同士の交流などを行いま
した。
　ステージでは、保育園児による踊
りやボランティア団体によるダンス、
演奏等の発表、古屋敷裕大さんによ
るライブ、創作太鼓響の演奏が披露
されました。
　ま た、バ ル ー ン チ ャ ン ピ オ ン
TOMO さんによるバルーンパフォー
マンスには、多くの親子連れがステ
ージ前に集まり、バルーンで次々と
出来上がる人気キャラクターに歓声
があがっていました。
　ご参加・ご来場いただきました皆
様、ありがとうございました。



〒031-0071　八戸市沼館一丁目18-37
TEL 0 1 7 8 - 4 3 - 9 9 1 1

八戸市社会福祉協議会
Tel：0178－４７－２９４０　　 Fax：0178－４７－１８８１
Mail：office@hachinohe-shakyo.or.jp　 URL：http：//www.hachinohe-shakyo.or.jp

問　合　せ　先

八戸市社会福祉協議会を応援します

〒039-1165　青森県八戸市石堂2-11-21
TEL 0178-38-9306　FAX 0178-38-9307
E-mail　satou.manabu@cocoa.plala.or.jp

　八戸市社会福祉協議会では、広報誌の広告を募
集しています。詳細については、左記までお問い
合わせ下さい。

福祉の仕事相談フェア

　生活福祉資金（教育支援資金）は、他の貸付制度を利用できない、所得の少ない世帯に対し、学校教育法に基づく高等
学校、短大・大学・専修学校、高等専門学校の修学費用を貸付する制度です。ご利用に際しては、収入等一定の要件があ
りますので、八戸市社会福祉協議会にご相談ください。

借受人：就学者
連帯借受人：就学者の保護者、親権者
※申込時には、お住まいの町内の民生委員の意見
　書が必要になります。
※申込から審査を経て、送金されるまで約 2 ヶ月
　かかります。

問合せ：八戸市社会福祉協議会
　　　　電話　４７－２９４０
　　　（相談の際、事前にご予約ください）

インフォメーション

　福祉の職場に就職を希望する方、福祉の仕事に関心のある方、
福祉に関する資格を取得したい方を対象に相談フェアを開催します。
ぜひご参加ください。

期　日：平成 29 年１月 28 日（土）
時　間：13：00 ～15：00
場　所：総合福祉会館２階多目的ホール、４階第１・第２教室
参加費：無　料
申込先：八戸市社会福祉協議会　福祉人材バンク
　　　　電話　４７－２９４０

　八戸市社会福祉協議会では、次の皆様
からご寄付をいただきました。
・八戸地区更生保護女性会　様
・奈　良　幸　子　様
・ハッピーダンス研究会　様
・荒　谷　良　治　様
なお、この寄付は８月１日から
１1月 15 日までの分です。

生活福祉資金＜教育支援資金＞貸付制度のご案内

ありがとうございました！

　災害時におけるボランティア
活動の場がますます増大しつつ
あることから、広く市民の皆様
へ、防災意識の高揚と災害ボラ
ンティア活動について理解して
いただくことを目的に開催しま
す。

期　日：平成２９年１月１５日（日）
　　　　　　　　　～２１日（土）
場　所：総合福祉会館１階ロビー

防災とボランティア展

期　日：平成２９年１月１１日（水）
時　間：１３：００～１５：００
場　所：ラピア２階ラピアホール
対象者：おおむね 60 歳以上の方
　　　　50 名程度
参加費：無　料
申込先：八戸市社会福祉協議会
　　　　電話　４７－２９４０

シニアいきいき講座
「筋力アップ講座」

【新規登録者対象】
期　 日：平成２９年１月１３日（金）
時　 間：１３：００～１６：００
場　 所：八戸市総合福祉会館　
対　 象：市内在住の 60 歳以上の方
参加費：無　料
持ち物：本人確認書類（健康保険証、
　　　　運転免許証等）印鑑
内 　容：市の指定を受けた介護施設等で
ボランティア活動をしてポイントを貯め、
商品券に交換したり社会福祉法人等へ寄
付できるという事業の説明と研修会です。

(　　　　　　　　)

高校　月額　35,000円以内

高専　月額　60,000円以内

短大　月額　60,000円以内

大学　月額　65,000円以内

500,000円以内

～転ばないための体づくり～

八戸市シニアはつらつポイント事業
説明会＆研修会

社会福祉法人 八 陽 会
特別養護老人ホーム　修光園

特別養護老人ホーム　修光園サテライト

〒031-0012　青森県八戸市大字十日市字黒坂 35
　　　　　　　TEL　0178-96-4895   FAX　0178-96-3957   

〒031-0011　青森県八戸市大字田向字松ヶ崎 8-1
　　　　　　　TEL　0178-20-8415   FAX　0178-96-3655   

教
育
支
援
費

就　学
支度費

貸付種類 貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子

20年以内
卒業後
6ヶ月
以内

無利子


