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赤い羽根共同募金運動に
ご協力をお願いいたします

花巻東
高等学校の
皆様

花巻南
高等学校の
皆様

花巻
クラブ
ジュニアの
皆様

湯口
小学校の
皆様

（掲載写真は昨年度の取り組みの様子です。
）

10 月１日から全国一斉に、皆様の思いやりを届け「じぶんの町を良くするしくみ」として、
赤い羽根共同募金運動が始まります。
安心して暮らすことができる地域づくりのため、次の募金活動へご協力をお願いいたします。
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▼

皆様から寄せられた募金は、市内や県内の地域福祉活動や大規模災害の備えとして、災害
詳しい内容は、２ページをご覧ください
等準備金の積立てなどに役立てられます。
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⁃赤い羽根共同募金は、花巻市内の福祉活動に役立てられています
赤い羽根共同募金は、翌年
度の「地域福祉活動費」として、
ひとり暮らし高齢者への見守り
事業や福祉推進校事業などに
役立てられます。

［共同募金へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けられます］
法人によるご寄付

個人によるご寄付

全額損金算入ができます。

2,000 円を超えるご寄付は、所得控
除または税額控除の対象になります。

令和４年度の募金目標額及び翌年度実施予定の地域福祉活動配分計画を、以下のとおり設定し、募金活動など
の取り組みを実施します。

令和４年度 目標額
募金活動区分

戸別募金

街頭募金

法人募金

職域募金

学校募金

そ  の  他

目標額

16,000,000 円
活動方法

11,120,000 円 各ご家庭へ呼びかけ
（目安額１世帯 400 円）

590,000 円 街頭など人が集まるところで

3,410,000 円 企業様や事業所様へ呼びかけ

485,000 円 職場内の従業員の方々に呼びかけ

320,000 円 各学校の児童・生徒・先生へ呼びかけ
75,000 円 募金箱設置、篤志寄付金

令和５年度
市内地域福祉活動配分計画額

9,296,000 円
活動配分事業

高齢者福祉活動費

障がい児
（者）福祉活動費
児童・母子福祉活動

地域福祉総合支援事業費

配分計画額内訳

1,766,000 円

300,000 円

1,746,000 円

5,484,000 円

令和３年度地域福祉活動配分を活用した事業を報告します

令和２年度に寄せられた赤い羽根共同募金 15,727,297 円のうち、約 67％（10,595,718 円）は、市内の福
祉活動に役立てられ、残りの 33％（5,131,579 円）は、県内で地域福祉を支える活動や大規模災害の備えとして
の積立てなどに役立てられています。
■地域福祉の推進
・ボランティア啓発事業
・ボランティアひろば
・特殊詐欺被害防止対策
・岩手県社会福祉大会参加
・花巻市社会福祉大会開催

・ふれあいの窓相談事業
・成年後見講演会
・はなまき社協情報発行事業
・安心カルテ整備事業
・
「絆」かだるカフェ事業

・災害ボランティアセンター運営事業
・コ
 ミュニティソーシャルワーク実
践強化事業
■高齢者福祉の推進
・金婚慶祝会事業

・高齢者見守り安心事業
・高齢者ふれあい安心事業
■児童・母子福祉の推進
・福祉推進校事業
■福祉団体等への助成
・花巻市老人クラブ連合会
・花巻市手をつなぐ育成会
・花巻市身体障害者福祉協会

・花巻市内学童クラブ連絡協議会
・花巻市法人立保育所協議会
・花巻ボランティア連絡協議会
・花巻市民生委員児童委員協議会
・NPO 法人たんぽぽクラブ
・花巻地区保護司会
・cochaco
・ぬくまる食堂実行委員会

問い合わせ  

岩手県共同募金会花巻市共同募金委員会
TEL  41-8739
℻ 22-4283
mail  hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp

地域の企業様と連携し、寄付つき商品の販売やそれに伴う企画をつくり、多様な形の募金
活動の取り組みとして、より一層の地域福祉推進を図ることを目的に、
「募金百貨店プロジェ
クト」にご協力いただける企業様を募集いたします。
税制上の優遇措置について 法人様が共同募金にご寄付される場合は、財務省が指定寄付金
の対象としていますので、損金算入限度額がなく、その寄付の全額が損金算入されます。
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湯 口 支 部

湯口地域は、南部藩制当時の開墾政策による水路開発が有名で、大正期に大口堰と豊沢
川との落差を利用して発電所が作られ、その電力で走らせた電車で地域産業の発展に貢献
しました。また、温泉宿が全国的に有名で、観光客も多いことも地域の特徴です。
湯口支部では、湯口地区民生委員児童委員協議会と、障害福祉サー
ビス事業所こぶし苑様の「地域における公益的な取組」として、地域
内の買い物に困っている高齢者や障がい者などを対象に、日用品の
買い物のお手伝いをする ｢ゆぐち買い物サービス｣ 事業を行っていま
す。関心のある方は、本会またはお住まいの地区の民生委員へお問
合せください。
また、コロナ禍における一人暮らし高齢者の見守り活動の取組みと
して、湯口小・中学校の児童・生徒に協力いただき、対象の方へ残暑
見舞い・クリスマスカード・年賀状をお届けしています。往復ハガキ
を使って返事を募るなど、高齢者と子ども達との交流も図っています。
さらに、今年の夏休みを利用した児童支援の取り組みとして、
「も
組子（くみこ）づくりの様子
のづくり教室」を実施し、組子（くみこ）の制作に取り組みました。

矢 沢 支 部

矢沢地域は、花巻市博物館や宮沢賢治記念館等の文化観光施設、市指定有形文化財「熊
谷家」、幸田神楽や胡四王神楽等の無形文化財、新花巻駅や東北横断自動車道等の高速交
通網、さらには胡四王山等の大自然に囲まれ、豊富な地域資源に恵まれている地域です。
矢沢支部では、各関係団体のご理解とご協力のもと、児童
支援事業やふれあい寿サロン、地域福祉懇談会など様々な事
業を展開しています。
児童支援事業
「キッズわくわくスクール」は長期休暇にあわ
せて年３回開催し、児童の健全育成と併せて地域の方々との世
代間交流の場にもなっています。
令和３年度は、行政区ごとに地域福祉懇談会を開催し、地
域における支えあいの仕組みづくりなどをテーマに、地域でふ
くしについて考える機会をつくっています。
また、今年度は３年ぶりに矢沢地区戦没者追悼・平和祈念式
を開催し、矢沢小学校児童による「平和への願い」を発表いた
だくなど、
平和の尊さを次世代に継承していく機会となりました。
学童クラブとの児童支援活動の様子

笹 間 支 部

企業様のアイデアで社会貢献へつながる寄付つき商品をつくりませんか？
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本会では、地域で起きている様々な課題を他人事ではなく、みんなで考え、
協力して課題解決を図ることを目的に 10 地域の社協支部を設置していま
す。各支部ごとの実情に合わせた取り組みを行い、地域共生社会の実現に
向け、関係機関・団体と連携し、各種地域福祉活動の推進に努めています。

笹間地域は、北上市と隣接した山林と田園風景が美しい地域です。冬は雪深く、厳しい
環境を乗り越えて来た、忍耐と思いやりに溢れた地域性が特徴です。
笹間支部で行っている敬老会事業では、米寿・喜寿の方々を対象に集合記念写真撮影をし、思い出に残るお写
真をさしあげています。
児童ふれあいものづくり教室では、例年、地域の子ども達と一緒にコ
マ作りや色さし体験などをしています。今年度は、市内で養蜂をされて
いる方を講師にお招きし、みつろうキャンドルを作りました。
また、日常生活にちょっとしたお手伝いが必要な高齢者の方に、除雪
サービス等を提供する「笹間地区生活支援有償ボランティア協議体」の
一員として活動の支援をしています。地区内でのサービス利用やボラン
ティアの問い合わせは下記へお願いします。
▶サービスを利用したい
花巻西地域包括支援センター ＴＥＬ 29-4873
▶ボランティアをしたい
笹間振興センター ＴＥＬ 29-2111
完成したみつろうキャンドル
みつろうキャンドルづくりの様子
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ふくし関係団体からのおしらせ

⁃総合相談室からのご案内
ひとりで悩んで
いませんか？

相談無料。
守秘義務厳守。
まずはご相談ください。

総合相談室では、専門の相談員が相談者に寄り添いなが
ら、一人ひとりの状況に合わせた支援を提案し、他の専門
機関と連携して問題解決のお手伝いをいたします。
窓口まで来られるのが難しい場合には、相談員がご自宅
までお伺いすることも可能です。相談は、ご本人様以外に
ご家族や地域の方でも構いません。

自立相談支援事業

就労準備支援事業

失業や借金等の根本
的な課題を把握し、収
支の見直しや弁護士等
といった関係機関へつ
なぐなど、相談者自ら
が家計を管理できるよ
うに支援します。

生活福祉資金教育支援資金

無料法律相談のお知らせ

低所得者世帯を対象とした修学（高
等学校、専修学校、大学等）に必要な
費用の貸付制度があります。
※願書提出後から申込み可能。
申請から決定まで時間を要しますの
で、お早めにご相談ください。
※日本学生支援機構奨学金や母子寡婦
福祉資金が優先となります。

生活上の多様な問題で、悩みごとや困りごとのある方は、ぜ
ひご相談ください。
※人権、労働、医療、交通事故、遺産相続、金銭賃借、多重
債務、近隣関係…
日 時 ① 10 月 20 日（木）
午前 10 時～正午 ※要予約
② 12 月 14 日（水）
場 所 花巻市総合福祉センター
弁護士 ①もりおか法律事務所
小笠原基也 弁護士
徳之 弁護士
②セントラル法律事務所 沼

【相談窓口の開設日】
【問合せ・申込み】
毎週月曜から金曜（土日祝、年末年始を除く） 花巻市社会福祉協議会総合相談室（花巻市役所本庁新館１階）TEL 22-6708
午前８時 30 分～午後５時 15 分
mail：hanasha-soudan@hanamaki-syakyo.or.jp（相談専用）

令和４年８月３日からの大雨災害義援金を受付けています

中央共同募金会では、山形・新潟・石川・福井・青森県など、全国各地で洪水被害などによる人的及び家屋へ
の甚大な被害が発生しました。そこで、被災された方々を支援することを目的に、義援金を受付けています。
支店名

口座番号

口座名義

りそな銀行 東京公務部 普通預金 0126781 社会福祉法人中央共同募金会

※この義援金は税制上優遇措置の適用対象となります。
受付期間

令和４年 10 月 31 日（月）まで

問合せ・申込み先

花巻市共同募金委員会 TEL41-8739
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027734-01[1-8].indd 5

お寄せいただいた義援金は、災害義
援金配分委員会で決定された配分基
準に基づき、被災地の市町村を通じ
て被災された方々に配分されます。

詳しくはこちらから

▼

金融機関

三井住友銀行 東京公務部 普通預金 0162529 社会福祉法人中央共同募金会 災害義援金口

記念映画「咲む（えむ）
」上映会
2017 年に創立 70 周年を迎えた全国ろうあ連盟は、きこえに
関係なく共生していく社会を目指し映画製作に挑戦しました。
この上映会は、ろうの子ども達や若いろう者、そのご家族の方々
に幅広く夢を与えられるとともに、ろう者独自の文化を市民の皆様に
お伝えすることを目的に開催します。
10 月 16 日（日）午後２時～午後４時
あえりあ遠野（遠野市新町 1-10）
前  売  券 一般（高校生以上）1,200 円 / 小中学生 500 円
※当日券は販売しません
問合せ先 花巻市社会福祉協議会地域福祉課 ＴＥＬ 41-8739
mail：hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp
（一社）岩手県聴覚障害者協会花巻支部
mail：noru340121@yahoo.co.jp
場

家計改善支援事業

就労に不安がある方な
ど、早急に就労することが
困難な方に対して、基礎能
力を養いながら就労に向け
た支援や就労機会を提供い
たします。なお、無料の職
業紹介所を開設しています。

全国ろうあ連盟創立 70 周年

日

生活に困窮している方が生活保護に陥ることなく、早い段階で自
立した生活に戻れるよう、専門の支援員が相談を受け、その方が抱
える多様な問題に対応した支援につなげます。

ふつうのくらしを

時
所

～ 前 売 券 販 売 に つ い て～

花巻市社会福祉協議会本所で購入でき
ます。購入をご希望の方は、お手数です
が、
必ず問い合わせの上、
ご来所ください。

命 の セ ミ ナ ー
テーマ①「被災から 12 年 現在の人と地域の生活課題」
講 師 大船渡市碁石地区復興まちづくり協議会
事務局 及川 宗夫 氏
テーマ②「あの日から 12 年 支援活動のこれまでの現状について」
被災地より報告
報 告 もっちぃと森の仲間たち 代表 望月 達也 氏
10 月 22 日（土）午前 10 時から
花巻市総合福祉センター 研修室
受  講  料 無料
※感染症拡大の状況により、参加人数を制限する場合がありますので、事前のお申し込みをお願いします。
申込み・問合せ先 花巻ボランティア連絡協議会 井形 ＴＥＬ 090-4550-5797
日
場

時
所

ほめのばフリースクール
何らかの理由で学校に行けなくなってしまった子ども達の居場所づくりと、子ど
もはもちろん、
保護者の方の精神的サポートを目的に 2022 年６月に開校しました。
地域や人との関わりの中で、新たな再出発のきっかけづくりをめざし活動してい
ます。
～フリースクールでの主な支援内容～
■不登校相談 ■居場所支援 ■ e スポーツ教室 ■学習支援 など
開  校  日
場

所

定

員

対

象

問合せ先

毎週火・金曜日 午前 10 時～正午
ほめのば学習塾（桜台２丁目 27-14）
花巻市内の何らかの理由で学校に行けなくなった児童・生徒（小中学生）
１日 10 名程度
お ぐに
ほめのばフリースクール 代表 小國
ＴＥＬ 080-5866-2389 mail：homenoba.freeschool@gmail.com

▼ Instagram

▼ Facebook
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特集
花巻社協
事業所紹介
コーナー

【このように一日を過ごしています】
8:00 ～ 送迎

どんなことをして
過ごしているの…?

通所介護事業（デイサービス）ってどんなところ ??

介護保険の被保険者、事業対象者および要支援・要介護認定された在宅
の方を対象に、入浴や昼食、健康チェック、レク活動等のサービスを提供す
る場です。
ご自宅への送迎時から手指消毒、体温計測、体調確認を行い、来所後は
血圧測定や体重測定等の健康確認を行います。その後、入浴、余暇活動、
口腔体操をして昼食。お昼寝後に軽体操、レクリエーション活動等を通して
周囲の方々と交流を図り、心身・身体機能低下を予防する活動を行っています。

矢沢地域福祉センター

問合せ先

手 指消毒や 体調確認な
ど感染対策を万全に行っ
ています。

9:30 ～ センター到着

血圧・体重測定・入浴・
余暇活動をします。

12:00 ～ 口腔体操・昼食

お昼寝をしながらゆっく
り過ごします。

14:00 ～ 軽体操やレクリエーショ

ン活動をして楽しみます。
おやつタイム

15:00 ～ 送迎

〒 025-0014 花巻市高松 3-85-1
  ＴＥＬ 31-2122 / ℻ 31-2332

事業所の概要

通所介護事業所（デイサービス）
、障害者基準該当生活介護事業所、訪問入浴介護
事業所の 3 つが併設されている複合施設です。
主な行事や活動

今年度は 3 カ月ごとのお誕生日会、福引やゲーム、
かき氷など盛りだくさんの夏祭り、創作活動
（絵手紙）
など週替わりで様々なレクリエーション活動を行って
おります。
今後はミニ運動会、茶話会、クリスマス会などを予
見学はいつでも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
定しています。
訪問入浴車は花巻市内
（大迫を除く）どこでも、お伺いいたします。

宮野目デイサービスセンター

問合せ先

〒 025-0002 花巻市西宮野目 6-97-1
  TEL 26-2666 / ℻ 26-5333

事業所の概要

要介護状態となったご利用者様が可能な限りご自宅で生活を営むことができるよう、心身の機能の維持並びに
利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供されるサービスです。
主な行事

■お誕生会（3 ヶ月毎） ■夏祭り
■クリスマス会
職員が行事を企画し、歌ったり踊ったり…。
利用者の皆様と一緒に楽しみながら活動しています。

西南デイサービスセンター
事業所の概要

ふくし関係団体からのおしらせ

ふつうのくらしを しあわせに
Information

視聴覚障がい者暮らしの輝き応援講座

視聴覚に障がいのある方やそのご家族を対象に、参加者同士やボ
ランティアの方との情報交換や、暮らしに役立つ知識を身につけると
ともに、心の交流を図ることを目的として開催しています。

日

参加無料 点字や手話などに
興味のある方の参加も大歓迎！
お気軽にお問い合わせください。

視覚障がい者暮らしの輝き応援講座

時

10 月 26 日（水）午前 10 時～正午

内

容

横笛で花巻ばやしを演奏しよう
講師 高橋 邦広 氏
（花巻市生涯学習講師）

場

所

花巻市総合福祉センター

研修室

12 月 14 日（水）午前 10 時～午前 11 時 30 分
ハーブティ & ハンドクリームづくり
〜アロマで癒しのひととき〜

講師 髙橋 理恵 氏
（アロマテラピースクール & サロンみずのわ）
花巻市総合福祉センター 研修室

聴覚障がい者暮らしの輝き応援講座

日

時 10 月５日（水）午前 10 時～午前 11 時 30 分

内

容

場

所

講師

珈琲豆屋のコーヒー教室
藤原 俊哉 氏（花巻市生涯学習講師）
花巻市総合福祉センター

問合せ・申込み先

地域福祉課

研修室

TEL 41-8739

12 月７日（水）午前 10 時～午前 11 時 30 分
片づけからはじめる あったかい生前整理
講師

～よりよくしあわせに生きるために～

玉山 朱美 氏（花巻市生涯学習講師）
花巻市総合福祉センター 研修室

mail：hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp

朗読ボランティア研修会～音声訳の基礎を学ぶ～

視覚に障がいのある方へ、広報紙などを音訳してお届けする活動をして
います。この研修会では、朗読ボランティアの技術の向上と新規ボランティ
アの募集を目的に開催します。

10 月 27 日（木） 午後１時 30 分～午後３時 30 分
花巻市総合福祉センター 研修室
NPO 法人 岩手音声訳の会 会長 野崎 明美 氏
活動中の朗読ボランティア、音声訳などの情報支援に
関心のある方
受講料無料
定 員 30 名（先着順）
問合せ・申込み先 地域福祉課 TEL 41-8739
mail：hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp
日
場
講
対

参加費
500 円

時
所
師
象

朗読ボランティアの主な活動

・広報はなまき
・はなまき市議会だより
・はなまき社協情報

音訳した CD やカセットテープを 22 名の
方にお届けしています。（令和４年４月現在）
朗読ボランティアは、特別な経験や資格
がなくても活動できます。
興味のある方は、ぜひこの機会に、視覚
に障がいのある方への情報支援の担い手に
なりませんか？
また、音訳した CD のダビング作業に協力
いただけるボランティアも募集しています。

第 33 回石鳥谷地域福祉バザーを開催します !!

新型コロナウイルス感染症対策を徹底のうえ、販売商品を限定し、小規模にて開催いたします。
〒 025-0131 花巻市轟木 7-188-1
問合せ先
  TEL 29-3666 / ℻ 29-3555

通所介護（介護予防含む）
事業（定員 25 名）、障害者基準該当生活介護事業（定員 5 名）を展開しています。

日
場

時
所

問合せ

11 月 12 日（土） 午前 10 時～正午
石鳥谷総合福祉センター敷地内（屋外）
  ※駐車場は台数に限りがございます。予めご了承ください。
  ※詳細は、下記までお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。
花巻市社会福祉協議会石鳥谷支所
  TEL 45-4666 ℻ 46-1171

バザー益金のつかいみち

▪ひとり暮らし高齢者の交流活動
▪学童クラブの交流活動
その他、地域福祉活動
に活用されます

主な行事や活動

・午前中の脳トレ
計算問題、塗り絵、間違い探しなど
・午後のレクリエーション
スカットボール、七夕飾り作り、納涼会など
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■フードバンク事業指定
■福祉基金まごころ金庫
感謝 窓 ・身照寺様……お菓子など
・わかくさ女性学級 OG コスモス会様……12,590 円
・匿名……食料品
（令和 4 年 9 月 5 日現在）・花巻地区民生委員児童委員 OB 会様……アイス・飲料など ※児童支援に取り組んでいる団体に配分
の
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歳末たすけあい運動「地域福祉活動配分」助成事業

岩手県共同募金会花巻市共同募金委員会では、市内の地域福祉向上を目的とした活動をされている団体に、活動
に係る事業経費を助成します。

助成対象

市内で地域福祉向上を目的に活動しているボランティア団体・町内会・自治会等の任意団体等

対象経費

幼児・児童、高齢者、障がい児・者、その他住民を対象として行う地域での福祉活動を目的に実施する事業経費

助成内容
助  成  額
助成決定
公募期間
公募方法

歳末たすけあい運動配分を通じて、事業の活性化が図られる地域福祉団体の事業経費
総額 70 万円の範囲内で１団体 10 万円を上限に助成

花巻市共同募金委員会配分委員会で審査、決定（12 月 19 日開催予定）
令和４年 10 月 7 日（金）～ 11 月 17 日（木）まで

指定の申請書に必要事項を記入のうえ提出（ホームページからダウンロード可）

令和４年度

みんなで福祉応援事業

身近な課題解決に向けた、地域福祉活動助成を希望する団体を公募します。

助成対象
対象経費

助  成  額
公募方法

社会福祉法人 花巻市社会福祉協議会 本所 〒025-0095 花巻市石神町364番地
TEL.0198-24-7222 FAX.0198-22-4283 https://hanamaki-syakyo.or.jp
Eメール：hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp

令和４年度

社協情報

花巻市共同募金委員会からのお知らせ

地域福祉を目的に活動している花巻市内のボランティア団体・NPO 団体・自治会等の任意の住民グ
ループ※営利を目的としていない団体
幼児・児童、高齢者、障がい児・者、その他住民を対象として行う地域での福祉活動を目的に実施する活動経費
１団体 10 万円を上限に助成（審査のうえ決定）

指定の申請書に必要事項を記入のうえ提出（ホームページからダウンロード可）

福祉応援「野菜づくり有志の会」～農福連携を目指した応援活動～

の会の皆様
野菜づくり有志

づくり
丹精込めた土

仕事の後の
ご 褒美は
甘～いスイカ

暑さに負けず
ばりました !!
一生懸命がん

お問合せ先を記載していない記事につきましては、
下記へお問合せください。

TEL.24-7222/FAX.22-4283

ホーム

所在地 花巻市石神町364（花巻市総合福祉センター） ページは

Eメール：hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp

こちらから

岩手県共同募金会花巻市共同募金委員会 〒025-0095 花巻市石神町364番地（花巻市総合福祉センター）TEL.41-8739
「はなまき社協情報」
は、
共同募金配分金の一部をあてて発行されています。
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FAX.0198-48-4085
FAX.0198-46-1171
FAX.0198-42-3816

花巻市社会福祉協議会

TEL.0198-48-4111
TEL.0198-45-4666
TEL.0198-42-3151

た!
込めてまきまし
を
い
想
に
種
一粒一粒の

●大 迫 支 所／〒028-3203 花巻市大迫町大迫第13地割23番1
●石鳥谷支所／〒028-3101 花巻市石鳥谷町好地第6地割10番地3
●東 和 支 所／〒028-0115 花巻市東和町安俵6区71番地

花巻広域公園近くに位置する「宇津野地区」では、今年度から前項の
助成金を活用して、野菜づくりの有志達が集まり、福祉応援活動の取
り組みを始めました。
この活動のきっかけは、地域内にある「障害福祉サービス事業所わ
たぼうし」が加工販売している、割り干し大根の原材料である大根を、
施設利用者と一緒に育てることで、わたぼうしの利用者やそのご家族
と、農業を通した福祉の応援につなげようという気持ちから始まりまし
た。
春から、牧草地だった圃場を土壌改良するところから活動をスター
トし、８月中旬には利用者と保護者会の方々が大勢集まり、畝にマル
チをかける作業や種まきをしました。
今後は草取り作業をしながら、およそ 700 本の収穫を目指し、冬
に割り干し大根へと加工されることを楽しみに活動されています。
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