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本誌はホームページでもご覧になれます

　八戸市社会福祉協議会では、八戸市高齢者生きがいと健康づくり推進事業の一環として、「シニ
アいきいき講座」を開催しています。教養講座、歴史講座、ニュースポーツ講座、健康講座など、さま
ざまなプログラムでシニア世代の生きがいづくり、健康づくりを支援しています。ご希望の方には、
講座のご案内を差し上げますので、八戸市社会福祉協議会までお電話ください。また、ニュースポー
ツ用具やレクリエーション用具の貸し出しも行っていますので、地域の行事などにご活用ください。
（八戸市社会福祉協議会　☎４７－２９４０）

９月８日　南郷世増ダムウォーキング １０月２６日　新郷村・五戸町　巨木めぐり

９月２２日　ニュースポーツ（ペタンク）



第66回八戸市社会福祉大会を開催

　民生委員・児童委員は、法律により厚生労働大臣から委嘱された無報酬のボランティアです。これまで100年間にわた
り、さまざまな活動を通じて地域福祉を支えてきました。市内では約500人の民生委員・児童委員が、担当する地域に暮ら
す身近な相談相手として、生活上の心配ごとや困りごと、介護や子育ての不安などの相談に応じ、必要な支援への「つな
ぎ役」を担っています。また、地域の高齢者や障がい者、子どもたちの見守りを行っています。

11月13日（月）　八戸プラザホテルアーバンホ
ールにて、100周年記念研修大会と祝賀会を開
催し、新たな一歩を踏み出しました。

～支えあう　住みよい社会　地域から～

　平成29年10月1日(日)、八戸市庁前広場にてボラ
ンティア・市民活動団体の活動紹介や団体相互のネ
ットワークづくりを目的に「ボランティア・市民活動フェ
スティバル2017」を開催しました。
　当日は好天のもと、38団体が活動紹介や物品販売
等のブースを展開し、約2,550名の来場者で賑わい
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
団体によるダンスや演奏等の発表が行われました。ま
た、今年はゲストとして大道芸人のポールさんがブラ
ックジョークを挟みながら様々な芸を披露し、多くの
人が足を止め、ひとつひとつの芸に見入っていまし
た。
　ご参加・ご来場頂きました皆様、ありがとうございま
した。

ボランティア・市民活動
　　フェスティバル２０１７

平成29年に民生委員制度は創設100周年を迎えました！

・○○さんの家に、何日も新聞が溜まっている。
・○○さんの家の怒鳴り声と子どもの泣き声がすごい。
・子育てがうまくいかなくて不安。
・介護のことで困っている。
・一人暮らしで不安。
・生活費がなくて困っている。
・困りごとをどこに相談していいか分からない。

　地域の民生委員・児童委員が分からない場合は、下記にお問
合せください。
八戸市民生委員児童委員協議会事務局
（八戸市社会福祉協議会内）
☎　４７－２９４０

《民生委員には守秘義務があります。安心してご相談ください。》

こんなとき　民生委員・児童委員にご相談ください！

　平成29年10月17日（火）、八戸市公会堂文化ホールにおい
て、第66回八戸市社会福祉大会を開催しました。市内の福祉
関係者や市民の方など450名余の方々にご参加いただき、長
年、地域福祉活動に貢献された方、高額寄付者の表彰を行い
ました。
　記念講演には、元萩市教育長の陽　信孝 氏をお迎えし、

「老老介護4000日の軌跡　八重子のハミング」と題して、
若年性アルツハイマーとなった妻を老老介護で支えた11年余
りのご経験をお話いただきました。

被表彰者（敬称省略）
◇保護司
 　　加藤清蔵、大和宏州、佐藤隆祥
◇社会福祉団体役職員
　　　小田良広、熊谷史子、川村兼蔵、菊池満子
　　　秋元カツエ、平山高光、坂本京子、上野　幸
◇社会福祉施設従事者
　　　中山久美子、島田美津、山田友美、田端奈々子
　　　佐々木昭子、柴田稲子、久保田友美
◇社会福祉活動協助者
　　　川崎典子、丹波律子、深川喜美代
◇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



　桔梗野地区社協では、高齢者サロンや子育てサロンを開催しています。お気軽にご
参加ください。お手伝いしてくださる地域の方も募集しています！

（地区社会福祉協議会 ( 地区社協 ) は、そこに住む住民が中心となって、地域での福祉
活動に取り組む任意の団体です。活動範囲は、おおむね中学校区です。）

地区社協サロン紹介
桔梗野地区
社会福祉協議会

対 象 者：65 歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者だけの世帯など
活動内容：健康教室、料理教室、レクリエーション、日帰り旅行、季節行事など ( 各サロンによって異なる )

　児童館は、子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としている施
設です。（未就学児童は保護者同伴での利用となります。）
　主に、小学校１～ 3 年生の児童の登録を受け付けています。
　詳細については、各館にお問い合わせください。
   （休館日：日曜・祝日・年末年始）

高齢者サロン

対 象 者：未就学児とその保護者　　　　　　　　　活動場所：市川公民館
活 動 日：年 5 回（7 月、10 月、12 月、1 月、2 月）　　活動時間：10 時～12 時
参 加 費：1 家族 /100 円　　　　　　　　　　　　
活動内容：手形取り、自由遊び、絵本読み聞かせ、バルーン遊び、寸劇
　　　　　ミュージックベルの演奏、季節行事

子育てサロン＜いちごルーム＞

悠々サロン
活動場所：桔梗野の家
　　　　　桔梗野生活館   
活 動 日：年 10 回程度  
活動時間：10 時～13 時
参 加 費：無料

活き活きサロン
活動場所：桔梗野十区集会所
　　　　　海浜緑地公園 
活 動 日：年 7 回程度 
活動時間：10 時～（2 ～ 3 時間）
参 加 費：無料

むつ市川高齢者サロン
活動場所：むつ市川集会所
活 動 日：年 6 回     
活動時間：10 時～（約 3 時間）
参 加 費：無料

むらさきの会
活動場所：桔梗野生活館
活 動 日：年 8 回程度
活動時間：9時30分～（約3時間）
参 加 費：無料

松ヶ丘五葉クラブ
活動場所：地域集会所
活 動 日：年 12 回
活動時間：11 時～（約 4 時間）
参 加 費：年間２０００円
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　児童館は、子どもに健全な遊びを提供して、その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としている施
設です。（未就学児童は保護者同伴での利用となります。）
　主に、小学校１～ 3 年生の児童の登録を受け付けています。

児童館をご利用ください

小型児童館

児童センター
○開館時間　月～金／9：00～18：00　土曜日／8：30～18：00　　小学校の長期休暇中／7：30～18：00
　　中央児童会館　☎22－2667　　　湊児童館　　　☎34－5095　　小中野児童館　☎45－0022
　　吹上児童館　　☎44ー1141　　　白銀児童館　　☎34－6039　　大館児童館　　☎25－0858　
　　鮫児童館　　　☎34－3390　　　八戸ニュータウン児童館　☎27－6370　
　　江陽児童館　   ☎44－7073

○開館時間　8：30 ～18：00
　　是川児童館　☎96－1614　　　南浜児童館　☎38－2109
　　高岩児童館　☎27－3274　　　松館児童館　☎25－5313
　　豊崎児童館（幼児保育有）☎23 ー 2101
　　三条児童館（建替のため張田生活館で運営中）　☎27－3545、090-7324-0253
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八戸市社会福祉協議会を応援します

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   

生活福祉資金＜教育支援資金＞貸付制度のご案内
　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、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　☎47－2940
　　（ご相談の際、事前にご予約ください）

　八戸市社会福祉協議会に、ご寄付をいただきました。
東北電力労働組合　八戸火力支部　様

（なお、この寄付は8月1日から10月31日までの分です。）

ありがとうございました！

貸付種類 貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子

卒業後
6ヶ月
以内

20年
以内 無利子

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円以内就　学
支度費

教
育
支
援
費

障がい者の就労に関する研修会
雇用を始めるためのヒントパート２
～企業の立場から～

期　日：平成30年1月13日（土）
時　間：13:30～15:30
場　所：総合福祉会館２階多目的ホール
参加費：無料
内　容：障がい者雇用制度についての説明

と、障がい者を雇用している企業
２社の事例発表を行います。

申込先：八戸市社会福祉協議会
　　　　TEL47-2940 FAX47-1881

八戸市シニアはつらつポイント事業
説明会＆研修会[新規登録者対象]

期　日：平成30年1月15日（月）
時　間：１３:００～１６：００
場　所：総合福祉会館　３階
対　象：市内在住の60歳以上の方
参加費：無料
持ち物：本人確認資料（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、福祉
団体等に寄付できるという事業の
説明と研修会です。

申込先：八戸市社会福祉協議会　
　　　　TEL47-2940　FAX47-1881

知的障がい者体験講座
期　日：平成29年12月26日(火)
時　間：10:30～11:30
場　所：はっち5階共同スタジオ
対　象：小学生とその保護者
定　員：親子15組（要予約）
参加費：無料
内　容：知的障がいをもつ方の日

常の不自由なことを体験
します。

申込先：はちのへ未来ネット
　　　　TEL 22-5822
　　　　　　20-0840
　　　　FAX 22-5822

福祉の仕事相談フェア
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30年1月27日（土）
時　間：13：00～15：00（12：30受付）
場　所：八戸市総合福祉会館2階多目的ホール
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
　　　　TEL 47-2940    FAX 47-1881


