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今月の表紙

お茶っこサロン
１月１０日（木） 長部地区の様子
年明けの長部地区お茶っこサロンでは、りくカフェの皆さんによる「歌のサロン」が行われました。歌声も笑い声も
いっぱい♪とても賑やかな今年最初のサロンとなりました。今年もご近所さん、お友達お誘いあわせのうえ、皆さんの
参加をお待ちしています♪
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新年のご挨拶
社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会
会 長
佐々木 公 一

年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと心からお慶びを申し上げます。
また、日頃より当社会福祉協議会の事業運営に対しまして深いご理解のもと、ご支援ご協力を賜
わり厚くお礼申し上げます。
さて、昨年は共同募金運動、歳末たすけあい運動、福祉無償運送事業、各地区民生委員児童委員
の方々のご協力を得ながらのこんにちは赤ちゃん訪問事業など多彩に活動を行ってまいりました。
また、高齢者の引きこもりや孤独感を防ぐため、ふれあいサロンの実施、市民交流プラザの運営、
生活支援相談員による見守り・傾聴活動も実施してまいりました。
近年の社会福祉を取り巻く環境はめまぐるしく変化しており、少子高齢化と人口減少が進行し、
安全安心な地域づくりにかかる課題が顕在化してきております。特に、認知症高齢者や一人暮らし
の高齢者が増加し、地域社会や家族形態が変化する中、介護保険だけでは対応できない生活支援等
が求められつつあります。これらの課題に対しては、行政、専門機関、民生委員児童委員やボラン
ティアの皆様はもとより、地域住民の皆様を含めた幅広い分野の方々の連携・協働による、見守り
や支え合いなどの支援体制の構築が呼びかけられております。
社会福祉協議会といたしましても、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」の
基本理念のもと、これらの課題も見据えながら、引き続き皆様の信頼と期待に応えるため、さらな
る努力を続けてまいりますので、ご支援ご協力をお願い申し上げます。
結びに、皆様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

その後、元気仙小在職者有志の「なるせす
わんず」制作の紙芝居「宝鏡寺猫物語」を鑑

賞。「昔、聞いたことのある話だね。」とい
１２月１０日（月）、下矢作地区コミュニ
ティセンターでのお茶っこサロンでは、「カッ

う方も！皆さん興味深く見入っていました。

プケーキ作り」と「紙芝居」が行われました。
同じ材料のカップケーキでも個性あふれる出来
栄えに皆さん満足している様子でした。

お茶っこサロンは赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています｡

いただきます♪

猫淵様の話だね

平成３０年度陸前高田市社会福祉協議会会費

ご協力いただき誠にありがとうございました
今年度、本会会費へのご協力をお願いしたところ、多くの皆様にご賛同とご協力をいただきました。
この度、ご協力いただきました行政区長の皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
皆様からお寄せいただいた会費は、本会の貴重な財源として、陸前高田市の地域福祉推進のために、各事業
に活用させていただきます。
今後とも、本会の事業推進につきまして、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成３０年度社協会費実績
第１種会費（福祉関係団体）

６，６８４，３００円

（平成３０年１２月末現在・順不同・敬称略）

２５，０００円／・(福)高寿会 ・(福)愛育会 ・(福)燦々会

第２種会費（個人、民生委員児童委員）４７，５００円／・陸前高田市民生委員児童委員協議会 ・個人２名
第３種会費（市内各世帯）

５，７１８，８００円／・１１１行政区、個人３件

【矢作町】 ・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12区
・第13区 ・第14区 ・第15区 ・第16区 ・旧下矢作教員住宅仮設住宅 ・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 ・堂の沢地区仮設住宅
・横田小学校仮設住宅
【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 ・相川地区仮設住宅
・滝の里工業団地仮設住宅 ・細根沢地区仮設住宅 ・下壺地区仮設住宅
【気仙町】 ・第８区 ・第９区 ・第10区 ・第11区 ・第12区 ・第13区 ・第14区 ・今泉地区 ・今泉地区高台
・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 ・高台2
・高台3 ・県営栃ヶ沢アパート ・市営住宅下和野団地 ・市営住宅中田団地 ・栃ヶ沢地区仮設住宅 ・大隅地区仮設住宅
・大隅地区2仮設住宅 ・サンビレッジ仮設住宅 ・太田地区仮設住宅
【米崎町】 ・第１区甲 ・第２区 ・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 ・市営住宅脇の沢団地 ・佐野地区仮設住宅 ・米崎中学校仮設住宅
【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
【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】 ・個人３件

特別会費（法人、事業所）

８９３，０００円／・172法人、事業所

・(株)細川商会 ・(有)山城運輸 ・広田湾漁業協同組合 ・矢作元湯 鈴木旅館 ・村上製材所 ・(株)シェリール 陸前高田工場
・(株)吉田建設 ・(株)高田自動車学校 ・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 ・(有)菅野技建
・橋爪商事(株) 高田支店 ・大和重機(株) 陸前高田営業所 ・(株)鈴木水道 ・(株)ボンマックスアパレル ・小友砂利店
・(株)高惣建設 高田営業所 ・(有)星石油店 ・(株)山十 ・陸前高田商工会 ・光照寺 ・マイヤ高田店 ・(株)共立土木
・(株)石川水道工業 ・鵜浦医院 ・広田歯科医院 ・金野建設(株) ・陸前高田ライオンズクラブ ・(株)佐武建設
・(株)丸常工業 ・(株)熊谷土木 ・(株)大船渡ホンダ ・(株)遠藤石材 ・(有)ササキ電気工事 ・華蔵寺 ・津嶋板金
・(株)西條工務 ・慈恩寺 ・済生会 陸前高田診療所 ・矢作木工(株) ・(株)やまきち製材 ・鈴木建設(株) ・ササキ建設
・西部自動車整備工場 ・竹駒神社 ・(有)カンノ冷熱 ・(株)かねまつ建設 ・(有)中野塗装 ・(有)ヒカミ自動車 ・ホテル三陽
・(株)かわむら岩手工場 ・(株)TCS ・(有)山徳建設 ・(株)高田自工 ・(有)かんの商会 ・和食 味彩 ・蕎麦処 やぶ屋
・(有)佐藤不動産 ・(有)高田活版 ・小谷園 ・タクミ印刷(有) ・(有)神田葡萄園 ・食堂カフェ 仙華園 ・(株)カネマン
・普門寺 ・(有)高田マイカーセンター ・(有)食彩工房 ・Caféレストラン クローバー ・三日市自動車整備工場
・出穂建築事務所 ・正徳寺 ・民宿 志田 ・(株)トヨタレンタリース岩手 ・圓城寺 ・矢作住建 ・(株)八木澤商店
・Yショップ 矢作町店 ・観音寺 ・(株)畠山林業 ・桂電工 ・(有)津嶋 ・常光寺 ・オフィスサービス ・川の駅産直よこた
・無極寺 ・横長ボディー ・(株)及川産業 岩手ファーム ・穴沢林業 ・長徳寺 ・(有)第一印刷 ・(有)伊東組 ・KEN設計
・延命寺 ・けせんプレカット事業協同組合 高田工場 ・陸前高田市森林組合 ・長圓寺 ・内野ふすま表具店 ・吉田造船所
・(有)神原自工 ・(株)長谷川建設 ・(株)武蔵野フーズ ・月山神社 ・みなと理容室 ・民宿 むさし ・大舟旅館 ・菅野畳店
・(有)やまひろ ・佐々木建築 ・セブンイレブン 陸前高田気仙町店 ・オートセンターかんの ・(株)あんしん生活
・(有)コマツ商店 ・(有)小島麹店 ・陸前高田地域振興(株) ・陸前高田ロータリークラブ ・(株)高田建設 ・米沢商会
・共立設計(株) ・食堂 かもん ・(有)ふじむら商会 ・みつわ飯店 ・小泉屋菓子店 ・(株)いわ井 ・熊谷珈琲店
・おかし工房 木村屋 ・(有)福田タイル ・(株)磯ヤ海産 ・(株)サカモト自動車 ・キクミロ商店 ・(有)上部生花店
・吉田歯科医院 ・東北労働金庫 高田支店 ・(株)気仙タクシー ・旭自動車工業(有) ・高田共立電気 ・(有)高田車検センター
・京料理 京亭 縁庵 ・民宿 沼田屋 ・(株)ムラスイ ・千田工務店(株) ・高田機械 ・農家カフェ フライパン
・大船渡市農業協同組合 高田支店 ・民宿吉田 ・こんの直売センター ・スーパーマルミヤ ・きかわだ歯科クリニック
・小友調剤薬局 ・鳥羽医院 ・マルショウ工業(有) ・東海堂 小友店 ・(株)川口工務店 ・恵比寿丸 ・(株)喜多建設
・志田建設 ・西浜漁業 ・(株)伊勢工業 米崎営業所 ・黒崎温泉企業組合 ・(有)橋野潜建 ・大屋敷建材 ・菅野建築
・ますや商店 ・菊屋漁網店 ・佐々木鉄工 ・(株)菊池商店 ・岸谷商店 ・藤井縫製業 ・佐々木建築 ・鈴木工務店
・Yショップ 高田広田店 ・(有)広田自動車工業 ・(有)小松商店

｢こんにちは赤ちゃん訪問事業｣は、地域の身近な
相談役である民生委員･児童委員さんが、赤ちゃん
が生まれたお宅を訪問し、お祝いをする活動です。
この訪問活動は、子育て中の方々の様々な不安や
悩みを聞き、必要に応じて適切な機関やサービスに
つなぐなど、お子様の成長を地域で見守るきっかけ
うすい

こう た ろ う

臼井 航太郎くん(広田町)

すずき

かんな

鈴木 柑那ちゃん(広田町)

村上 朔叶くん(広田町)

すがの

ゆうか

菅野 結花ちゃん(高田町)

お困りごとなどありましたら､お気軽に
地域の民生委員さんへご相談下さい｡
写真の掲載にご協力いただいた皆さん､
ありがとうございました｡

づくりを目的としています。

むらかみ さく と

かんの

あやと

ち ば

菅野 絢斗くん(米崎町)

れん と

千葉 蓮都くん(米崎町)

お詫びと訂正
社協だより１２月号「こんにちは赤ちゃん訪問」記事にて「本田大和くん」
と掲載しておりましたが、正しくは「本多大和くん」です。
訂正してお詫び申し上げます。
こんにちは赤ちゃん訪問事業は赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています｡

デイサービス「しおさいの家」

広田保育園 はまらんせ交流会～クリスマス編～
広田小学校 施設見学・交流会

１２月６日（木）、広田保育園の皆さんとの「はまらんせ交
流会～クリスマス編～」が行われました。かわいらしい園児達
のお遊戯や合唱を観賞し、帰り際には「ハイタッチ」のふれあ
いに、とても楽しい時間となりました。
また、１２月１４日（金）には、広田小学校３学年の皆さん
が施設見学・交流会に来てくれました。児童の皆さんによる
「屋号・祖父母の名前」を交えての自己紹介は恒例となってい
ます♪グループに分かれての施設見学、交流会ではゲームを企
画し、手作りメダルのプレゼントもいただきました。
広田保育園の皆さん、そして、広田小学校３学年の皆さん、
ありがとうございました。

広田保育園

広田小学校

ふれあいの様子

交流会の様子

平成３１年度（２０１９年度） 金婚祝賀会 の 対象者 を 調査 しております

社協では、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、各地区の民生委員さんに対象者の調査をお
願いしておりますので、「今年で結婚５０周年を迎
える」という方は、地域の民生委員さん、または、
社会福祉協議会までお申し出ください。

○ 対 象 者 昭和４４年１月～１２月の間に
結婚されたご夫婦
※ 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された場合は対象になり
ません。
○ 申込期日 平成３１年 ２月２８日(木）
金婚祝賀会の開催は５月を予定しております。
日程等の詳細が決まりましたら、対象者へ案内状
を郵送いたします。

平成３０年度金婚祝賀会の様子
問い合わせ・申込先
電話 54-5150／5151 担当 山本、小野寺

生活福祉資金
「教育支援資金」のご案内です

被災地へのあたたかいご支援
ありがとうございます
平成３０年７月豪雨災害義援金
匿名 様
10,000円
北海道胆振東部地震災害義援金
陸前高田商工会女性部 様
50,000円
匿名 様
10,000円
（順不同・平成３０年１２月６日～１２月２８日受付分）

教育支援資金は、低所得世帯（生活保護世帯
を含む）に対して、高等学校、大学、高等専門
学校への就学に必要な費用を無利子で貸し付け
するものです。
教育支援資金には「教育支援費」（授業料、
定期代等）と「就学支度費」（入学金、制服・
教科書の購入費）の２つの資金種があります。
資金種

陸前高田商工会女性部

様

皆様からお寄せいただいた災害義援金は、
岩手県共同募金会を通じて全額、該当する県
より被災者のもとへ届けられます。
問い合わせ
陸前高田市共同募金委員会
電話 54-5150／5151 担当 小山

教
育
支
援
資
金

貸付限度額

教育支援費

① 高等学校（専修学校高等課程含む）
月額 35,000円以内
② 高等専門学校
月額 60,000円以内
③ 短期大学（専修学校専門課程含む）
月額 60,000円以内
④ 大学 月額 65,000円以内

就学支度費

500,000円以内

据置期間：卒業後6ヶ月以内
償還期間：20年以内 貸付利子：無利子
問い合わせ
電話 54-5150／5151 担当

山本、脇坂

■・・・お茶っこサロン、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

社協カレンダー 2月の予定

連合会、ボランティア連絡協議会、共同募金委員会）

▲・・・その他

月

火

水

木

金

参加者を募集しています 第１回福祉ボランティア講座
日 時
場 所
申込み

運動は身体の万能薬！きっかけづくりに始めてみよう！「フライングディスク」
平成３１年２月１６日（土）１３：４５～１５：３０（受付 １３：３０～）
陸前高田レインボーハウス「多目的ホール」
参加費
無料
２月８日（金）までに社協ボランティア活動センター（電話 54-5150）までお申し込みください。

■ お茶っこサロン
（長部コミセン） 茶話会
13：30～15：00

建国記念の日
■ お茶っこサロン
（下矢作コミセン）
※ お休み

先勝
■ お茶っこサロン
（竹駒コミセン）
県レクリエーション協会
千葉正道先生 13：30～15：00

先勝

■ お茶っこサロン
（下矢作コミセン）茶話会
10：00～11：30

先負

■ お茶っこサロン
（竹駒コミセン）物作り
13：30～15：00

赤口

■ いきいきライフ 黒崎仙峡温泉 ◆ 福祉ボランティア講座
「フライングディスク」
（矢作地区）

先負

■ お茶っこサロン
（長部コミセン)
県レクリエーション協会
千葉正道先生
13：30～15：00

● 第２回カーリンコン交流会
（夢アリーナたかた）

仏滅
■ お茶っこサロン
（横田コミセン）茶話会
13：30～15：00

仏滅

大安

■ いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
（生出地区）

■ お茶っこサロン
（米崎コミセン）
復興市街地見学バスツアー
10：00～15：00
（長部コミセン)
岩手県警 寸劇
13：30～15：00
仏滅

■ お茶っこサロン
（サンビレッジ）茶話会
13：30～15：00
先負

仏滅

先負

◎ 広報「社協だより」発行日

友引

先負

友引
■ お茶っこサロン
（横田コミセン）
りくカフェ ヨガ教室
13：30～15：00

● 大名湯治の会（愛隣館）
～１４日まで
友引

日

■ いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
（下矢作地区）

友引

※ 運動しやすい服装でお越しください。各自タオル等のご持参をお願いします。※ 水分補給用の飲み物、お茶菓子を用意しております。

大安

土

大安
■ お茶っこサロン
（米崎中仮設) 茶話会
10：00～11：30
（長部コミセン） ひまわり会
13：30～15：00

大安

赤口

仏滅

（陸前高田レインボーハウス）

大安

赤口

赤口

先勝

先勝

友引

＜お茶っこサロンへ参加される方へ＞
マイカップのご持参にご協力をお願いいたします。
※ 開催内容は、都合により変更になる場合がございます。
※ 手芸が行われる際には、裁縫道具をご持参ください。

