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主な内容

「平成29年度陸前高田市金婚祝賀会」

○平成２９年度陸前高田市金婚祝賀会・・・・・・・・・・・・2～3P
○陸前高田市共同募金委員会 事業・決算報告、事業計画・当初予算
第６回ふれあいグラウンドゴルフ交流会・・・・・・・・・・4～5P
○陸前高田市社会福祉協議会 会費のお願い ・・・・・・・・・・・6P
○みんなのお茶っこサロン、いきいきライフ ・・・・・・・・・・7P
○社協カレンダー（７月の予定） ・・・・・・・・・・・・・・・8P

会 場：キャピタルホテル1000
日 時：5月19日・24日
社会福祉協議会では、その年に結婚50周年を迎
えるご夫婦を対象とし「金婚祝賀会」を開催して
おります。今年度は61組124名の方々にご出席
いただき、盛大に開催することができました。
当日の様子は2～3ページに掲載しております。

【編 集／発 行】 社会福祉法人 陸前高田市社会福祉協議会
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住所：〒029-2205

陸前高田市高田町字鳴石50-10

☎：0192-54-5151／5150

FAX：0192-54-4775

●竹

駒

事

務

所

住所：〒029-2203

陸前高田市竹駒町字十日市場8-1

☎：0192-47-5370

FAX：0192-47-5370

●指定通所介護事業所 しおさいの家

住所：〒029-2208

陸前高田市広田町字長洞154-1

☎：0192-47-4316

FAX：0192-47-4316

ホームページはこちらから→

http://www.rikutakashakyo.jp/

平成29年度 陸前高田市金婚祝賀会
第1回 5月19日開催【出席：40組】

5月19日 、5 月24 日に キャ ピタ ル ホ テル
1000を会場に、平成29年度陸前高田市金婚
祝賀会が開催されました。
第1回(5月19日)は矢作、横田、竹駒、気
仙、高田地区。第２回(5月24日)は米崎、小
友、広田地区の金婚を迎えるご夫婦を対象
に行われました。
保育園児によるアトラクションなどが披
露され、結婚50年の節目を祝いました。

第2回 5月24日開催【出席：21組】

金婚祝賀会
の様子
祝 辞

記念品の贈呈

高田民踊会

高田民踊会

喜多流高田

乾 杯
小友保育所
園児のみなさん

長部保育所
園児のみなさん

新日本舞踊の会

謝辞

市長熱唱

万歳三唱
高田音頭

金婚祝賀会開催にご協力いただきありがとうございました
・各地区民生委員児童委員協議会 ・各地区コミュニティ推進協議会 ・喜多流高田
・新日本舞踊の会 ・高田民踊会 ・小友保育所園児の皆様 ・長部保育所園児の皆様
・ご来賓の皆様

平成２８年度 陸前高田市共同募金委員会
事業報告・決算報告
１

事業経過
共同募金運動７０周年の節目を迎え、市内でも福祉関係団体の協力

を得ながら、戸別募金、各種イベント募金などの募金運動を実施しま
した。
歳末たすけあい運動についても、再開から２年目となり、市民生委
員児童委員協議会の皆さまに調査等ご協力いただきながら、地域との
関わりや支援を必要とする世帯だけではなく、出生世帯や市内福祉施
設など対象を拡大し、激励金をお届けすることができました。
また、災害たすけあい義援金の周知や受付を行い、市内からも多く
の義援金が寄せられ、被災地へ送られました。
２

募金実績
⑴ 赤い羽根共同募金実績額

4,379,507円

目標達成率95.0％（前年度比較
⑵ 歳末たすけあい募金実績額

183,723円減）

2,567,727円

歳末たすけあい運動配分額

2,080,901円

（※運動経費12,901円を含む）
市内656世帯、10施設へ届けられました。剰余金486,826円は、
平成29年度地域福祉活動費として全額陸前高田市に助成されます。
⑶ 災害たすけあい義援金の受付

合計

2,738,888円（延べ73件）

・「平成28年熊本地震義援金」
・「平成28年4月地震大分県被災者義援金」

1,798,951円（46件）
351,801円（11件）

・「平成28年8月北海道大雨災害義援金」

21,401円（ 1 件）

・「岩手県台風10号大雨等災害義援金」

531,942円（13件）

・「平成28年鳥取県中部地震災害義援金」

18,673円（ 1 件）

・「平成28年新潟県糸魚川市大規模火災義援金」18,673円（ 1 件）
⑷ あったかいわてプロジェクト「地域みまもり応援募金」
募金実績額 4,000円（市内受付分）受付期間:平成29年1月～3月
３

助成金交付実績（市内受付分）
「平成28年度被災地住民支え合い活動助成」 35,000円/1件

４

新たな募金手法への取組み
赤い羽根自動販売機の設置推進：平成28年度市内５台新設

寄せられた各種募金は、一旦全
額、岩手県共同募金会へ送金され
ます。
その後、陸前高田市の地域福祉
事業費や、歳末たすけあい運動の
ために助成されました。
災害義援金は、岩手県共同募金
会を通じて、全額該当被災県へ送
られました。
皆さまのご協力、ありがとうご
ざいました。

陸前高田市

共同募金委員会
１

平成２9年度
事業計画・当初予算

事業方針

近年の地域社会では、過疎化、少子高齢化、社会的孤立、生活困窮者
への支援など、地域課題は以前にも増して山積しております。
共同募金は、従来の公的サービスでは対応しきれない多様な生活課題
に対応するために、住民同士が互いに支え合う活動等を財政面から支え
る役割を担っています。
陸前高田市は復興途中でありますので、地域の実情にあった募金運動
を進めるとともに、今年も岩手県共同募金会が定める「赤い羽根アク
ションプランいわて」の基本方針に沿いながら事業を展開してまいりま
す。また、市民の皆さまに共同募金の必要性を周知し、「助成と寄附の
循環のしくみ（運動性の強化）」を目指して取り組んでまいります。
２

赤い羽根共同募金運動の展開

１０月を運動強化月間として、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」
を実施します。本委員会でも３月３１日までの期間中、各種募金運動を
展開してまいります。
３

その他
○岩手県共同募金会各種助成金の周知や受付を行います。
○寄付つき商品の検討や、赤い羽根自動販売機設置の推進を図ります。
○自然災害の発生に対し、災害義援金の呼びかけと受付を行います。

【お問い合わせ】 電話 54-5151 担当 熊谷

陸前高田市老人クラブ連合会

第６回ふれあいグラウンドゴルフ交流会
住田町老人クラブ連合会のご厚意により、毎年ご招待をいただいている「ふれあいグラ
ウンドゴルフ交流会」は６月７日（水）住田町営野球場で開催されました。
陸前高田市老人クラブ連合会からは、一般参加者も含めて６９名がエントリーし、晴れ
渡った青空のもと、はつらつプレーが展開されました。

大会成績
●男性の部
１位 村 上 辰 男（陸前高田市）
２位 佐々木
洋（住田町）
３位 阿 部 勝 一（住田町）
●女性の部
１位 佐々木 偕 子（住田町）
２位 紺 野 由 美（住田町）
３位 横 澤 栄 子（住田町）

平成29年度陸前高田市社会福祉協議会

社協会費のお願い
会費について

みなさまには日頃より社会福祉協議会の活動にご理解とご協力をいただきありが
とうございます。社協では、今年度も7月１日から8月31日にかけて、社協会費のご
協力をお願いしています。
市内にお住まいの方を“地域の一員”＝“会員”としてとらえ、地域の支え合
い・助け合いに賛同していただける方に任意での協力をお願いしています。 社協
会費は、陸前高田市の福祉活動の拡充と自主性の強化を図り、地域福祉を盛り上げ
ていくことを目的とする社協活動の重要な財源となっております。
会費納入について

１ 世 帯 あ た り ：１,０００円をお願いしています。
納 入 時 期：平成29年7月1日から8月31日まで
納 入 方 法：社協から各行政区長さんへ納入のご協力をお願いしております。
（※方法は地域によって異なります）
会費は、このような事業につかわれています

横田地区
ふれあい交流会（花植え、さつまいも植え）

金婚祝賀会事業

うるおいとやすらぎの家事業

ふれあいサロン

※そのほかにも、ボランティア活動センターの運営、ふれあいネットワーク事業、いきいきライ
フ事業、ふれあい総合相談事業、福祉無償運送事業等、地域を中心とした福祉活動の推進に活用
させていただきます。今後とも、地域福祉向上のために、ご理解とご協力をお願いいたします。

当協議会へのご理解・ご協力に深く感謝申し上げます。
※平成29年5月11日～平成29年6月14日までに
いただいたご寄附を掲載しております。

・JOSY（伊藤 望）様 ・・・・・・・・・・・・31,180円
・長谷山 観音寺

住職

長根 祐範

様・・・・・100,000円
長谷山 観音寺

住職

長根 祐範

様

みんなのお茶っこサロン

竹駒地区
「鍋敷き」作り開催

◀
皆
さ
ん
縫
い
方
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。

日 時：５月９日（火）１３：３０～
場 所：竹駒地区コミュニティセンター

◀
素
敵
な
鍋
敷
き
が
出
来
ま
し
た
！

今回はいわて生協様から提供していただいたキット
を使って「鍋敷き」を作りました。「この模様もいい
ね～」「今日から使おうかな」などの声も聞こえまし
た。健康相談員と民生委員4名の参加もあり、とても楽
しい時間となりました。
社会福祉協議会のお茶っこサロンは送迎を行っております。
興味のある方は47-5370（竹駒事務所）
までお気軽にお問い合わせ下さい。

平成２９年度

「いきいきライフ」
始まりました！

陸前高田市社会福祉協議会では「社会参加と生
きがい、健康づくり」をめざし「介護予防・いき
いきライフ事業」を行っています。介護予防教

「いきいきライフ」
に参加してみませんか♪
～

室・温泉・昼食・カラオケ等、楽しい時間を過ご

してみませんか。送迎もいたします。
開催日程は区長文書または同誌「社協カレン
ダー」でもお知らせしております。詳しくは最寄
りの民生委員、または電話

47-5370（担当

田・照井）までお問い合わせ下さい。

安

7月の日程

～

開催日

会場

対象地区

7/7（金）

霊泉玉乃湯

高田町東部地区

7/14(金）

霊泉玉乃湯

長部地区

7/21(金）

霊泉玉乃湯

竹駒地区

7/28(金）

霊泉玉乃湯

今泉地区

※1 今泉地区の方々は最寄りの仮設まで送迎いたし
ますので、気仙地区民生委員までお申し出ください。

▲5月開催 広田地区の参加者の様子

※2 余興大歓迎です♪その際は、歌や踊りのCD
をご持参下さい。

社協カレンダー 7月の予定
月

火

水

■・・・お茶っこサロン、一本松クラブ、いきいきライフ
◆・・・社協行事
●・・・団体行事（民生委員・児童委員協議会、老人クラブ
連合会、ボランティア連絡協議会、共同募金委員会）

木

金

土

日

＜お茶っこサロン・一本松クラブに参加される方へ＞
マイカップの持参にご協力お願いいたします。
※社会福祉協議会では市内で行われている下矢作地区、横田地区、竹駒地区、長部地区、米崎地区の一本松クラブを市から受託し、開催しています。

■お茶っこサロン（佐野仮設）
茶話会 10：00～11：30

友引

先負

■お茶っこサロン（広水仮設） ■お茶っこサロン（長部コミセ
茶話会 13：30～15：00
ン）茶話会 13：30～15：00

仏滅

大安

赤口
■いきいきライフ 玉乃湯（長
部地区）

■お茶っこサロン（竹駒コミセ ■お茶っこサロン（広水仮設） ■一本松クラブ（米崎コミセ
ン）ちーむ麻の葉 ゆるゆる体 茶話会 13：30～15：00
ン）ふまネット 10：00～11：
操 13：30～15：00
30
■一本松クラブ（長部コミセ
ン）ふまネット 13：30～15：
00

■いきいきライフ 玉乃湯（竹
駒地区）
■お茶っこサロン（サンビレ）
オリジナルカード作り 10：00
～11：30
■お茶っこサロン（高高グラウ
ンド）茶話会 13：30～15：00
友引

大安

■一本松クラブ（下矢作コミセ ■お茶っこサロン（高一中仮
ン）口腔ケア 10：00～11：30 設）茶話会 10：00～11：30
■一本松クラブ（竹駒コミセ
先勝
ン）交通安全教室 13：30～
15：00

友引

友引

赤口

先勝

■一本松クラブ（横田コミセ
■お茶っこサロン（矢作中仮
ン）レクリエーション 13：30 設）茶話会 10：00～11：30
～15：00
■お茶っこサロン（長部コミセ
ン）ひまわり会 13：30～15：
00

先負

仏滅

先勝

先勝

友引

友引

先負

先負

赤口

赤口

先勝

■いきいきライフ 玉乃湯
（高田町東部地区）
■お茶っこサロン（高高グラウ
ンド）オリジナルカード作り
13：30～15：00

■お茶っこサロン（下矢作コミ ■お茶っこサロン（高一中仮
■お茶っこサロン（横田コミセ ■お茶っこサロン（米崎コミセ
セン）茶話会 10：00～11：30 設）生協 鍋敷き作り 10：00 ン）茶話会 13：30～15：00
ン）オリジナルカード作り
～11：30
10：00～11：30
■お茶っこサロン（矢作中仮
設）茶話会 10：00～11：30
■お茶っこサロン（長部コミセ
ン）いきいき財団 13：30～
先負
仏滅
大安 15：00
赤口

仏滅

赤口

先勝

■いきいきライフ 玉乃湯（今
泉地区）

大安

