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新年のごあいさつ
社会福祉法人 陸前高田市社会福祉協議会
会 長
村 上 誠 治

謹んで新春のご祝詞を申し上げます
皆様には、つつがなく新年を迎えられたことと拝察致します。
日頃、当社会福祉協議会の事業推進につきまして、深いご理解
のもと、ご支援、ご協力をいただいております事に心より厚く
お礼を申し上げます。
昨年（平成２９年）は、私達社会福祉協議会にとりまして、大変な年でございました。
平成２９年４月１日付で、社会福祉法の大幅な改正に伴いまして、その対応に非常に苦慮をし
た年でございました。そして、忘れはしない。あの震災から、此の３月で、満７年を迎えよう
としております。これまで私達は、それぞれの立場において、復旧・復興に向けて、懸命に頑
張ってきたところでございます。今に生きる私達は、生きたくても生きられなかった無念の
方々の想いを胸に刻み、今年も元気を出して前進しなければなりません。
私達、社会福祉協議会の使命は、地域福祉の向上、推進であると思います。地域住民の皆様
の信頼に応えられるよう頑張らねばと、決意を新たにしておるところでございます。
明けて本年が、私達の郷土にとりまして、災害のない安全、安心な１年でありますよう、
又、皆様のご健康と、ご多幸をご祈念申し上げ、新年のあいさつとさせていただきます。

主な内容
○陸前高田市共同募金委員会より、フードドライブ強化月間・・・・・・・・・・・2P
○「福祉ボランティア講座」のご案内、「大名湯治の会」のご案内・・・・・・・・3P
○平成29年度陸前高田市社協会費納入のお礼 ・・・・・・・・・・・・・・・4P～5P
○「平成30年度金婚祝賀会」対象者を調査中、
災害公営住宅自治会役員等情報交換会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6P
○お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7P
○社協カレンダー（2月の予定） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8P

【編 集／発 行】 社会福祉法人 陸前高田市社会福祉協議会
●鳴

石

事

務

所

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/

陸前高田市

共同募金委員会
平成２９年度

つながり ささえあう みんなの地域づくり

義援金の受付

陸前高田市共同募金委員会では、以下の災害によ
り被災された方々を支援するための災害義援金を受

付しております。

歳末たすけあい運動
ご協力ありがとうございました

をしております

寄せられた義援金は、全額該当県の義援金配分委
員会を通じて、被災された方々へ配分されます。

今年度も、市民の皆様、市内企業・事業所様、団
体様より温かいご寄附をいただき、歳末たすけあい

皆様の温かいご支援よろしくお願いいたします。
【義援金名称／受付期間】

運動を実施することができました。心より感謝申し

➀ 平成２９年７月５日からの大雨災害義援金

上げます。ありがとうございました。

➁ 平成２８年熊本地震義援金

歳末たすけあい運動の実績は２月号社協だよりで
掲載いたします。

【受付期間】
①～➁ 平成３０年３月３０日（金）まで

平成２９年７月５日からの大雨災害義援金
・個人（匿名）様 5,000円
（平成２９年８月１５日～１２月２８日受付分・順不同）
・地竹沢自治会 様 30,000円
・中田団地自治会 様 22,171円
秋田県大雨災害義援金
・下和野団地市民交流プラザ 様 10,838円
・個人（匿名）様 5,000円
・市立気仙中学校生徒会 様 27,285円
【お問い合わせ】 電話 54-5151 担当 熊谷
・希望ヶ丘病院 様 11,000円
・陸前高田市地域女性団体協議会 様 11,000円

ご支援ありがとうございます

食料の寄付にご協力ください！

フードドライブ強化月間
（２月１日～２月２８日）
今年度の中間実績（1月12日現在）
○寄付いただいた総量：236.46ｋｇ
○市内の方に提供した総量：171.02ｋｇ
➡支援の輪が広がっています！
＊陸前高田市では、次の場所にフードポストを設置
し、食品をお預かりしています。また、ご連絡いただ
ければ、ご自宅へ直接回収に伺います。
①陸前高田市社会福祉協議会
鳴石事務所
住所：高田町字鳴石50-10
➁陸前高田市コミュニティホール
※入口を入って左側
住所：高田町字栃ヶ沢200-3

＊受付日時＊
平日(土日祝日を除く) 9：00～17：00

※フードドライブ（食料回収運動）とは？？
いただきものや買いすぎてしまったものなど保管されたま
まの食品をフードバンクを通じて地域の生活困窮者や児
童・障がい者施設に寄付する活動です。

ご提供いただきたい食品
●缶詰類（ツナ缶、大豆缶など） ●お米（玄米でも可）
●レトルト食品（カレー、親子丼など）
●瓶詰類（なめ茸、さけフレークなど）
●ふりかけ類（ふりかけ、お茶漬けなど）
●乾物類（わかめなど）●麺類（うどん、インスタント麺など）
●贈答品（のり、お歳暮・お中元など）

※特におかず類が不足しております！

注意点
※ 賞味期限が1ヵ月以上と確認できるもの ※ 未開封のもの
※ アルコール類、自家製品（漬け物等）は受付けておりません。
※ 冷凍・冷蔵品、日持ちする根菜類等のご提供、大口でのご寄
附については、事前にご相談ください。

お問い合せはこちらまで▼
陸前高田市社会福祉協議会 ふれあい総合相談所
陸前高田市高田町字鳴石50－10／TEL54-5150／5151

第１回 福祉ボランティア講座

「ボッチャ」はボールを投げたり、転がしたりして得点を競う簡単なスポーツです。パラリンピッ
クの正式種目でもあり、２０２０年の東京パラリンピックにより、ますます人気が高まると言われて
います。障がいをお持ちの方はもちろん、子どもからお年寄りまでみんなが楽しめるスポーツです。
この講座で「ボッチャ」のルールや楽しさを知り、みんなで今後の「ボッチャ」を支えていきま
しょう。みなさんのご参加をお待ちしております♪
【日

時 】 ２月２４日（土） １３：３０～１５：３０（受付１３：１５～）

【場

所 】 あしなが育英会 陸前高田レインボーハウス 多目的ホール

【対

象 】 お年寄りから障がいをお持ちの方、小学生までどなたでも

【定

員 】 ３０名程度 【 参 加 費 】 無料

【 持 ち 物 】 水分補給用の飲みもの、筆記用具
＊運動しやすい服装でお越し下さい。
【お申込み】２月１６日（金）までに、下記のお問い合わせ先まで電話または
FAXにてご連絡下さい。FAXには、氏名、年代、職業（学校名）、
住所、電話番号をご記入ください。
お問い合わせ ⇒⇒⇒ 陸前高田市社会福祉協議会 ボランティア活動センター
電話：５４－５１５１

FAX：５４－４７７５

担当：鶴嶋

陸前高田市老人クラブ連合会からのお知らせ
第４６回

大名湯治の会

■ 旅行日程：平成３０年２月１３日(火)～２月１５日(木)
■ 会

場：新鉛温泉「愛隣館」

■ 募集人員：１５０名

＊会員には1,000円の補助があります。
今後入会の方にも同様です。
＊非会員の方も参加できます。事務局
までご連絡ください。

■ 参加会費：２１，５００円
(２泊６食、バス代・宿泊費等含む)

毎年、大好評です！
皆さま、お誘い合わせの上、多数
の参加をお待ちしております。

【お問い合わせ】
陸前高田市老人クラブ連合会
☎0192-54-5150/5151
担当 小山/中里

平成29年度社会福祉協議会会費納入のお礼
この度、平成29年度社会福祉協議会会費へのご協力をお願いいたしたところ、多くの方々
にご賛同いただくことができました。
ご協力いただきました皆様に心からお礼を申し上げますとともに、お世話をしていただき
ました区長の皆様をはじめ、関係者の皆様方に深く感謝申し上げます。
皆様からお寄せいただきました会費は、活動の貴重な財源として、陸前高田市の地域福祉
推進のため、各種福祉事業に活用させていただきます。
今後とも、会費の趣旨をご理解いただき、社会福祉協議会の活動に対し、温かいご支援と
ご協力をお願い申し上げます。
この度のご協力、誠にありがとうございました。

◆平成29年度の実績◆

総額 6,512,500 円
（平成29年12月31日受付分まで）

会費種別

会員構成

第一種会費

福祉関係団体

第二種会費

個人・民生委員児童委員

第三種会費

町内各世帯

特別会費

法人・事業所

会費額
25,000 円

様
様

44,500 円
5,633,000 円

様
様

810,000 円

平成29年度 陸前高田市社会福祉協議会会費
協力者一覧 （第一、二、三、特別）
● 第一種会費

※順不同

敬称略

（福）高寿会、（福）愛育会、（福）燦々会

● 第二種会費
陸前高田市民生委員児童委員協議会、個人1名

● 第三種会費
矢作町

第2区、第3区、第4区、第5区、第6区、第7区、第8区、第9区、第10区、第12区、
第13区、第14区、第15区、第16区、矢作小学校仮設住宅、矢作中学校仮設住宅、
旧下矢作教員住宅仮設住宅、旧下矢作診療所仮設住宅、打越地区仮設住宅

横田町

第1区、第2区、第3区、第4区、第5区、第6区、第7区、第8区、横田小学校仮設住
宅、横田中学校仮設住宅、堂の沢地区仮設住宅

● 第三種会費
竹駒町

第1区、第2区甲、第2区乙、第3区、第4区、第5区、第6区、第7区、竹駒小学校仮
設住宅、相川地区仮設住宅、滝の里工業団地仮設住宅、下壺地区仮設住宅、細根
沢地区仮設住宅

気仙町

第8区、第9区、第10区、第11区、第12区、第14区、今泉地区、市営住宅今泉団地

高田町

第1区甲、第1区乙、第6区、第11区、第12区甲、第12区乙、第14区、第15区、第17
区、第一中学校仮設住宅、高田高校仮設住宅、栃ヶ沢地区仮設住宅、サンビレッ
ジ仮設住宅、大隅地区仮設住宅、太田地区仮設住宅、市営住宅下和野団地、市営
住宅中田団地、高台2、県営栃ヶ沢アパート

米崎町

第1区甲、第1区乙、第3区、第4区甲、第4区乙、第5区乙、第6区甲、第6区乙、第7
区、第8区甲、第8区乙、第9区、第10区、米崎中学校仮設住宅、佐野地区仮設住宅

小友町

第1区、第2区、第3区甲、第3区乙、第4区、第5区、第6区、第7区、第8区、第9区、
第10区、モビリア仮設住宅、財当地区仮設住宅

広田町

第1区、第2区、第3区、第4区、第5区、第6区、第7区、第8区、第9区、第10区、第
11区、第12区、第13区、第14区、第15区

その他

高台3、高田幹部交番

● 特別会費

※順不同

敬称略

㈱長谷川建設、広田湾漁業協同組合、矢作温泉元湯鈴木旅館、村上製材所、㈱吉田建設、㈱戸建
㈱シェリール陸前高田工場、陸前高田ドライビングスクール、竹駒牧野採草地農業協同組合
気仙木材加工協同組合連合会、橋爪商事㈱高田支店、㈱細川商会、㈱ボンマックスアパレル
㈲菅野技建、㈱高惣建設高田営業所、㈲星石油店、光照寺、マイヤ高田店、小友砂利店、華蔵寺
㈱共立土木、鵜浦医院、㈱石川水道工業、陸前高田商工会、広田歯科医院、金野建設㈱
㈱佐武建設、大船渡ホンダ㈱、㈱熊谷土木、陸前高田ライオンズクラブ、㈱遠藤石材、㈱西條工務
㈲ササキ電気工事、圓城寺、矢作木工㈱、㈱やまきち製材、㈱八木澤商店、西部自動車整備工場
鈴木建設㈱ 、㈱山十、㈱畠山林業、㈲伊東組、竹駒神社、㈲カンノ冷熱 、㈱かわむら岩手工場
㈱ かね まつ建 設 、 ㈱TC S、 ㈲中野 塗装 、㈱鈴 木水道 、サ サキ建設 、みな と理 容所、ホ テル三 陽
㈲山徳建設、㈱高田自工、㈲かんの商会、蕎麦処やぶ屋、キクミロ商店、㈲佐藤不動産
小谷園、㈲高田車検センター、㈲高田活版、タクミ印刷㈲、普門寺、㈲高田マイカーセンター
㈲食彩工房 、民宿吉田、正徳寺、㈱丸常工業、慈恩寺、民宿志田、㈱トヨタレンタリース岩手
矢作住建、Yショップ矢作町店、観音寺、渡辺商店、㈲津嶋、常光寺、オフィスサービス
川の駅産直よこた、横長ボデー、穴沢林業、長徳寺、㈲第一印刷、延命寺、陸前高田市森林組合
無極寺、けせんプレカット事業協同組合高田工場 、㈲神原自動車整備工場、内野ふすま表具店
長圓寺、吉田造船所、㈱武蔵野フーズ、月山神社、大舟旅館、菅野畳店、オートセンターかんの
㈲やまひろ、民宿むさし、佐々木建築、フォルムカンノ、㈱あんしん生活、陸前高田地域振興㈱
㈲コマツ商店、㈲小島麹店、陸前高田ロータリークラブ、㈱高田建設、おかし工房木村屋
米沢商会、共立設計㈱、食堂かもん、㈲ふじむら商会、いわ井、福田生花店、吉田歯科医院
㈱磯ヤ海産、㈲上部生花店、東北労働金庫高田支店、㈱気仙タクシー、京料理京亭縁庵
旭自動車工業㈲、高田共立電気、㈲神田葡萄園、岩崎整骨院、民宿沼田屋、千田工務店㈱
㈱カネマン、㈱ムラスイ、津田ボデー、高田機械、㈱熊谷工業、大船渡市農業協同組合高田支店
㈱コスモ薬局高田店、そうごう薬局高田店、気仙中央薬局高田店、三日市自動車整備工場
スーパーマルミヤ、きかわだ歯科クリニック、出穂建築事務所 、マルショウ工業㈲、鳥羽医院
小 友 調剤 薬 局 、 東 海堂 小 友店 、 川口 工 務店 、 ㈱喜 多 建設 、 Yショ ッ プ高 田 広田 店 、鈴 木 工務 店
志田建設、西浜漁業、㈱伊勢工業、黒崎仙峡温泉、大屋敷建材、菅野建築、ますや商店、恵比寿丸
菊屋漁網店、㈱菊池商店、岸屋商店、藤井縫製業、佐々木建築、㈲広田自動車工業、㈲小林商店

※活動の主旨にご賛同いただける方は、会費のご協力をお願いいたします。

平成３０年度金婚祝賀会
平成３０年度の金婚祝賀会の対象者を調査しております！
社会福祉協議会では、結婚５０周年を迎えられたご夫婦を対象に、金婚祝賀会
を開催しております。現在、各地区の民生委員に対象者の調査をお願いしていま
すが、「今年、結婚５０周年を迎える」という方は、各地区の民生委員、または
社会福祉協議会へ平成３０年２月２８日（水）までにお申し出ください。

○対象者

昭和４３年１月～１２月の間に
結婚したご夫婦
市外に転出されたご夫婦についても、被災
により仮設等に在住の場合は陸前高田市民
と同様に対象となります。
※過去に招待されたご夫婦は対象になりません。
※他市町村に自宅を再建した場合は対象となりません。

▲平成２９年度金婚祝賀会の様子

(平成３０年１月１日を基準とします)

＊金婚祝賀会の開催は平成３０年５月を予定しておりますが、正式に日時等
の詳細が決定しましたら、対象者へ案内状を郵送いたします。

お問い合わせ・お申込み先：☎０１９２－５４－５１５０ 担当 山本、鶴嶋

市内11ヶ所全ての災害公営住宅が完成したこと

▲

平成29年度 陸前高田市災害公営住宅
自治会役員等情報交換会 開催！
を受け、昨年12月3日（日）陸前高田市コミュニ

聞
き
た
い
こ
と
、
話
し
た
い
こ
と
あ
れ
こ
れ

ティホールにて、災害公営住宅自治会役員等情報
交換会が開催されました。
この会は、各災害公営住宅自治会役員の方々が
日頃の自治会活動に関する情報交換を行う事を目
的としたものです。各団地の役員の改選、共益
費、定例会、イベント、清掃活動などの取り組み
について話し合われ、自治会役員の思いや状況を
共有する良い機会になりました。

…

どうしたら
いい？

なるほど！

▲各テーブルの話を全体で共有

生活福祉資金教育支援資金とは、所得の少ない世帯（生活
保護世帯を含む）に対して、学校教育法に基づく高等学校、
大学（短期大学および専修学校の専門課程を含む）または
高等専門学校の修学費用を無利子で貸付するものです。

資金種類
教
育
支
援
資
金

教育支援費

就学支度費

貸付限度額
高校
高専
短大
大学

月35,000円以内
月60,000円以内
月60,000円以内
月65,000円以内

据置期間

償還期間

貸付利子

卒業後
6ヵ月
以内

20年
以内

無利子

500,000円以内

● 教育支援費＝低所得者世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校（中等教育学校の後期課程、特別
支援学校の高等部および専修学校の高等課程を含む）、大学（短期大学および専修学校の
専門課程を含む）、または高等専門学校に修学するのに必要な経費。
● 就学支度費＝低所得者世帯に属する者が高等学校、大学、または高等専門学校への入学に際し必要な経費。

＊生活福祉資金 教育支援資金をご利用できない方＊
● 本会が実施している生活福祉資金の連帯保証人になっている方。
● 他の負債との関係で、本資金を貸付けることにより、その後の生活を著しく圧迫するおそれがあると判断される方。
● 母子・父子・寡婦福祉資金の借入が可能な方。
● 独立行政法人日本学生支援機構からの借入が可能な方。（第一種奨学金・第二種奨学金）

ご支援ありがとうございます！

うどん・そうめん贈呈
12月12日(火)に、(株)日本アクセ
ス様より手延べそうめん・うどん138
セットを寄贈していただきました。
市内で開催されているお茶っこサ
ロン等で配布させていただき、手に
した皆さんからは喜びの声が聞かれ
ました。(株)日本アクセス様
ありがとうございました。

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12月14日～平成30年1月12日までにいただ
いたご寄附を掲載しております。

・天台宗 安楽寺

様（群馬県) ・・50,000円

・グラウンド・ゴルフ睦会
会長 佐藤良一 様・・・・・・・5,000円
・北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ
校長 奈良憲光 様・・・・・・200,000円
・社会福祉法人 松田町社会福祉協議会
会長 菅谷一夫 様・・・・・・376,796円

▲ 皆さんにお届けしました！
(↑米崎地区一本松クラブ)(↑高田高校仮設サロン)

▶
グ
ラ
ゴウ
ルン
フド
睦・
会
様

社協カレンダー 2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）

▲・・・その他

木

金

土

日

■お茶っこサロン（長部コミセ ■いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
ン）気仙小学校 3学年交流会 （下矢作地区）
13：30～15：00
■お茶っこサロン（高高グラウン
ド）相談員企画 13：30～15：
00

先負
■お茶っこサロン（下矢作コミセ
ン）茶話会 10：00～11：30

先勝

友引

■お茶っこサロン（広水仮設）
茶話会 13：30～15：00

友引

先負

■お茶っこサロン（高一中仮設） ■お茶っこサロン（横田地区）
生協 小物作り 10：00～11：
茶話会 13：30～15：00
30
●大名湯治（愛燐館）2日目
■お茶っこサロン（竹駒コミセ
ン）茶話会( 歌っこの会） 13：
30～15：00
●大名湯治（愛燐館）1日目
先負
仏滅
■お茶っこサロン（広水仮設）
茶話会 13：30～15：00

仏滅
■一本松クラブ（下矢作コミセ
ン）済生会 健康講話 10：00
～11：30

大安

赤口

仏滅

■お茶っこサロン（米崎コミセ
■いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
ン）手作り 10：00～11：30
（矢作地区）
■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～
15：00
仏滅
大安
■一本松クラブ（米崎コミセン）
３B体操 10：00～11：30
■お茶っこサロン（長部コミセ
ン）気仙小学校 3学年交流会
13：30～15：00
●大名湯治（愛燐館）最終日

赤口

赤口

先勝

友引

先負

■いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
（生出地区）
■お茶っこサロン（サンビレ）
茶話会 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

大安

先勝

■お茶っこサロン（矢作中仮設）
茶話会 10：00～11：30
■一本松クラブ（長部コミセン）
３B体操 13：30～15：00

先勝

◆平成２９年度第１回福
祉ボランティア講座
「ボッチャ」（陸前高田
レインボーハウス 多目的
ホール）13：30～15：30

友引

先負

仏滅

■お茶っこサロン（高一中仮設） ■一本松クラブ（横田コミセン） ＜お茶っこサロン・一本松クラブに参加される方へ＞
茶話会 10：00～11：30
総合型りくぜんたかた 介護予防 マイカップの持参にご協力お願いいたします。
■一本松クラブ（竹駒コミセン） 運動 13：30～15：00
※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。
※開催内容は、都合により急遽変更になる場合もございますので、ご了承ください。
３B体操 13：30～15：00
※手芸が行われる際には、裁縫道具をご持参ください。

大安

大安

赤口

先勝

