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今月の表紙
赤い羽根共同募金 寄付第１号企業
㈱マイヤ 高田店 様より
募金を贈呈していただきました
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今年も全国一斉
「赤い羽根共同募金運動」がはじまりました
各地区からの戸別募金、個人、企業・事業所、団体の皆様からのご寄付に心より感謝申し上げます。
引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。実績は社協だより平成３１年２月号で掲載予定です。

「赤い羽根共同募金」と「歳末たすけあい募金」の違いって？
「赤い羽根共同募金」は１０月１日から、全国的に
展開される運動です。お寄せいただいた募金の約
８５％（※H30年度実績）は陸前高田市内で行わ
れる福祉活動のために助成されています。その他、
岩手県内の福祉施設の整備、福祉車両への助成や、
災害時の備えとして積み立てられています。「じ
ぶんの町を良くするために役立てられる募金」が
「赤い羽根共同募金」です。

「歳末たすけあい募金」は、共同募金運動の一環と
して行われているものです。地域とのつながりや
支援を必要とする方たちが、自分の地域で安心し
てあたたかいお正月を迎えられるよう、民生委員
さん方のご協力をいただきながら実施されていま
す。皆様からお寄せいただいた「歳末たすけあい
募金」は、年末の見守り訪問と併せて、市内の対
象世帯や福祉施設に配分され、贈られます。

「赤い羽根自動販売機」の設置主様を募集しています
「赤い羽根自動販売機」は、売上げの一部が
「赤い羽根共同募金」に寄付され、市内の地
域福祉活動のために役立てられる「じぶんの
町を良くするしくみの自動販売機」です。
市内には現在１６台の「赤い羽根自動販売
機」が設置されています。
新たに、自動販売機の設置をお考えの事業
所様や、現在既に自動販売機を設置されてい
る事業所様も「赤い羽根自動販売機」に切り
替えることが可能です。
（※ 募金の割合は設置主様に設定していた
だきます。）
ドリンクを購入して地域福祉に貢献できる
取り組み「赤い羽根自動販売機」の設置に、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

「赤い羽根自動販売機」市内設置場所（順不同）

地域福祉へのご協力、ありがとうございます
○ 川の駅よこた

様／㈱伊藤園

○ 社会福祉法人

高寿会

様／㈱伊藤園

○ アバッセタカタ専門店街

様

／㈱伊藤園、みちのくコカ・コーラボトリング㈱
○ 陸前高田市総合交流センター（夢アリーナたかた）
○ 広田地区コミュニティ推進協議会

様／㈱ミチノク

○ JAおおふなと

高田支店

様／㈱ミチノク

○ JAおおふなと

竹駒支店

様／㈱ミチノク

○ JAおおふなと

セルフ高田SS

○ 陸前高田市西部農業センター
○ 斉藤左官

様／㈱伊藤園

様／㈱ミチノク
様／㈱ミチノク

様／みちのくコカ・コーラボトリング

○ 岩手マイタック

様／みちのくコカ・コーラボトリング㈱

○ アバッセタカタ専門店街（北入り口）

様／ダイドードリンコ㈱

○ 社会福祉協議会竹駒事務所／㈱伊藤園
問い合わせ
陸前高田市共同募金委員会（社会福祉協議会内）
電話 54-5150/5151 担当 小山

今月の
表 紙

○ 社会福祉協議会鳴石事務所
／みちのくコカ・コーラボトリング㈱、ミチノクキャンティーン

今年は台風２４号の影響で、１０月１日に開催が予定されていた共同
募金オープニングセレモニー及び街頭募金運動が中止となりましたが、
寄付第１号企業として、㈱マイヤ高田店（店長 藤倉 久仁昭 様）より
共同募金にご寄付をいただきました。この募金は、陸前高田市の地域福
祉活動等に役立てられます。「じぶんの町をよくするしくみ」赤い羽根
共同募金へのご理解とご協力、誠にありがとうございました。

平成３０年度ふれあいまつり
｢陸前高田市まちびらきまつり｣・｢ツール・ド・三陸｣ 合同開催
９月２９日（土）、アバッセたかた・まちなか
広場周辺で、今年度は、陸前高田市まちびらきま
つり、ツール・ド・三陸と合同で「平成３０年度
ふれあいまつり」（ふれあいまつり実行委員会主
催）が開催されました。
この「ふれあいまつり」は、福祉やボランティ
ア活動に理解を深め、誰もが安心して暮らせる地
域づくりを目指すために、毎年行われているイベ
ントです。開会セレモニーでは、「ノーマライ
ゼーションという言葉のいらないまちづくり」を
推進している陸前高田市から、中心市街地のまち

竹駒保育園児によるお遊戯｢大漁まつり｣

｢筆談ボード｣贈呈

｢日本赤十字奉仕団｣によるもちまき

びらきに合わせて、聴覚に障がいのある方や、
耳が聞こえづらい方などがお店を利用しやすい
よう、中心市街地の各店舗へ「筆談ボード」が
贈呈されました。
福祉団体による出店ブースも大盛況！ステー
ジ発表では高田第一中学校吹奏楽部による演奏、
各団体による歌や踊りが披露され、その後、㈱
ミライロ（大阪市）垣内俊哉代表より「バリア
バリューから未来を創る～復興のまちづくりか
らUD先進国をリードするまちへ～」をテーマ
に特別講演が行われました。

高田第一中学校吹奏楽部による演奏ステージ

会場内の様子（出店ブース ：授産品の販売、お楽しみコーナー）

ステージでも中学生ボランティアがお手伝いをしてくれました

市立矢作小学校４学年福祉学習会
～ 耳の不自由な方のくらしについて学ぼう ～

9月18日（火）、市立矢作小学校4年生の授業で「福
手話で日常の
挨拶や、童謡
｢ふるさと｣も
歌いました。

祉学習会」が行われました。
「耳の不自由な方のくらしについて学ぼう」をテーマ

に、「耳の聞こえない方」のことや、「コミュニケー
ションの方法、声のかけ方」などのお話をしてきました。
実際に、イヤーマフを装着し、「きこえにくい」とい
う疑似体験をしてもらったり、点字機を使って、自分の
名前を打ったり、手話でのあいさつや歌などさまざまな
体験をしていただきました。
お話を聞く児童の皆さんの表情は真剣そのもの。手話
はテレビでは見たことがあるけど、実際、目の前で見る

みんな上手に
点字機を使い、
自分の名前を
打ちました。

のは初めてという子がほとんどでした。
最後に「まちで困っている人を見かけたら、何かお手
目が見えない方に
も、大切なお便り
だとすぐわかるよ
うに、市役所の封
筒には｢丸い切り
込み｣が入ってい
るんですよ。

伝いできることがあるか、まずは声をかけてみましょう。
みんなの親切な行動で、たかたのまちを優しくすること
ができます」というお話をしました。
児童の皆さんからは、「困っている人がいたら教えて
もらった声のかけ方で助けたいです」「手話はその物事
をわかりやすく表していることがわかりました」といっ

へー、なるほど！

た感想が寄せられました。
社協では福祉学習のお手伝いや用具の貸出等を行って
おります。詳しくはお問い合わせ下さい。

通所介護事業所「しおさいの家」

開所５周年記念 祝 敬老会

記念品の贈呈

社協役職員による余興

問い合わせ
社会福祉協議会 電話 54-5150/5151

９月８日（土）、通所介護事業所「しおさ
いの家」において、開所５周年記念・敬老会
が開催されました。当日は利用者13名が出
席し、記念品の贈呈の後、５年の歩みのスラ
イドを鑑賞しました。
懐かしい映像に笑顔を浮かべ、その後の余
興では、社協役職員による踊りや利用者さん
のカラオケなど、大盛り上がり♪みんなで開
所５周年と敬老のお祝いをし、楽しい時間を
過ごしました。
「しおさいの家」では今後も利用者とご家
族に寄り添い、より一層、充実したサービス
を提供できるよう努めてまいります。
介護に関するご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

問い合わせ
通所介護事業所

「しおさいの家」 電話 47-4316
「５年の歩み」スライド鑑賞

大盛況の会場内の様子

｢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づくりを目的としています。

こんの

る な

金野 月姫ちゃん(米崎町)

お

の

ひらり

小野 平莉ちゃん(米崎町)

ふるさわ

くまがい

こはく

古澤 心昊くん(高田町)

ろう

熊谷 朗くん(小友町)

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｡
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｡

11月の予定
開催日
社協では、高齢者を中心に、社会参加と健康づ
くりを目的とした「介護予防・いきいきライフ事
業」を開催しております。ご自宅付近から市内の
温泉施設まで送迎し、介護予防教室・入浴・食
事・余興などお楽しみいただいております。社協
スタッフ、看護師もおりますので安心してご参加
ください。
詳しくは回覧文書でお知らせいたします。

会場

対象地区
高田町
西部地区

２日（金）
９日（金）

黒崎仙峡温泉

高田町
東部地区

１６日（金）

横田地区

３０日（金）

今泉地区

※ 今泉地区の方々で、他地区にお住まいの
場合は、最寄りの仮設住宅等まで送迎いた
します。
※ 余興の道具は各自ご持参ください。
介護予防教室の様子（小友地区）

余興の様子（竹駒地区）

写真:H30いきいきライフ（会場：霊泉玉乃湯）

参加のお申込みは地域の民生委員さん、または社会福祉協議会（竹駒事務所）電話

47-5370 担当

安田、照井

まで

生活福祉資金

資金種

教育支援資金のご案内
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

教
育
支
援
資
金

教育支援費

※ 世帯の状況に応じて、生活困窮者自立支援法

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
※ 上記の貸付限度額では学費が不足する場
合など、一定の要件に該当する場合には、教
育支援費の貸 付限度額を1.5倍とすることが
可能になりました。

服・教科書の購入費）の２つの資金種があり
ます。

貸付限度額

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

に基づく自立相談支援機関等の支援を利用いた
だく場合があります。

・ この資金は、日本学生支援機構の奨学金制度や、国の教育ローン、母子父子寡婦福祉資金貸付（母子父子
世帯の方）など、他制度の使用が優先になります。
・ 申請には、地域の民生委員さんの意見書が必要になります。
・ 陸前高田市社協での相談受付、申請手続き後、岩手県社協で審査、決定となります。申請から決定までに
約１ヶ月程かかりますので、日程に余裕を持ってご相談ください。
・ ご相談の際には、事前にお電話にて予約のうえ、来所してください。
問い合わせ 社会福祉協議会 電話 54-5150/5151 担当 山本、脇坂

被災地への
あたたかいご支援ありがとうございます (順不同・平成30年8月10日～10月5日受付分）
平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 ８９，１３４円
受付期間 平成３１年３月３１日（日）まで
・
・
・
・
・

中田市民交流プラザ 様（設置募金）
米崎町地竹沢自治会 様
市立高田第一中学校生徒会 様
陸前高田市（設置募金）
社会福祉協議会（設置募金）

１１，６０４円
１５，０００円
４７，８７９円
１４，１５１円
５００円

平成３０年７月豪雨災害義援金 １４５，６４４円
受付期間 平成３０年１２月２８日（金）まで
・
・
・
・
・
・
・
・

下和野市民交流プラザ 様（設置募金）
中田市民交流プラザ 様（設置募金）
広田町田谷公民館 様
ダイニング＆バル さらり 様
陸前高田市地域女性団体協議会 様
たんぽぽ堂機能訓練デイサービスセンター 様
陸前高田市（設置募金）
社会福祉協議会（設置募金）

１３，８３２円
２９，３０５円
３０，０００円
１９，７５７円
１０，５７３円
１６，４８４円
２３，４４１円
２，２５２円

市立高田第一中学校生徒会 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、該当する被災県に送ら
れます。
その後、県を通じて、被災され
た方のもとへ届けられます。
引き続き、皆様のご支援をよろ
しくお願いいたします。

善意のご寄附
ありがとうございました

陸前高田市社会福祉協議会

職員募集のお知らせ
社協では、現在、つぎの職員を募集しております。
詳しくは本会、またはハローワークまでお問い合わ
せ下さい。
職種

介護支援専門員

ホームヘルパー

雇用形態

嘱託職員

非常勤職員

募集人数

１名

１名

応募資格

・介護支援専門員
・普通自動車運転免許
・パソコン操作（Word、
Excel）のできる方

・介護福祉士、また
は介護職員初任者
研修と同等の資格

８：３０～１７：１５

相談に応じます

就業時間

・ 匿名 様
20,000円
・ 佐々木 敬喜 様
5,000円
・ モビリア仮設住宅自治会 様
1,912,086円

モビリア仮設住宅自治会

様

・ ㈱アンプリライブ（名古屋市） 様
介護用エプロン ５着

応募受付期間 平成３０年１０月２６日（金）
午後５時 必着

この寄附金・寄贈物品は、本会が行う
地域福祉事業、介護事業のために大切に
活用させていただきます。

問い合わせ
電話 54-5150/5151 担当 佐藤（尚）

平成３０年８月～９月受付分を掲載しております。

一関市「お茶っこ同窓会」 開催のお知らせ
一関市社会福祉協議会で開催されていた「ふるさとお茶っこ交流会」に参加されていた方で、一関市
内に住まわれている避難者と、帰郷された方達と一緒に、思い出話や情報交換など、久しぶりに再会で
きる機会です。また、みんなで一緒にゆっくり楽しい時間を過ごしませんか♪

開催日時

平成３０年１１月２１日（水）午前１１時３０分～午後３時

会

場

げいびレストハウス（一関市東山町長坂字町467 ℡

対

象

0191-47-2341）

一関市のお茶っこ交流会に参加したことがある方

参 加 費

５００円（昼食代込み）

内

昼食、自由時間（参加者同士の交流、思い出の品返却閲覧）

容

猊鼻渓舟下り（所要時間90分）…有料

1,600円／1人あたり

紙すき体験（所要時間15～30分）…有料

1,000円／１人あたり
※ 参加人数により変動します

＊ ご自由に行動していただいて構いません
申込締切
申 し 込み

平成３０年１０月３１日（水）
陸前高田市社会福祉協議会（電話

47-5370）までお申し込みください。

社協カレンダー 11月の予定

■・・・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
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

■ お茶っこサロン
（長部コミセン）茶話会
13：30～15：00

＜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。

土

■ いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
（高田町西部地区）

日

文化の日

※ 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。

友引

■ お茶っこサロン
（矢作コミセン）レクリエーション
10：00～11：30

赤口
■ お茶っこサロン
（下矢作コミセン）茶話会
10：00～11：30

先勝
■ お茶っこサロン
（竹駒コミセン）※お休み

友引

友引
■ お茶っこサロン
（横田コミセン）
財務局 特殊詐欺講話
13：30～15：00

先負

仏滅
◎ 広報「社協だより」発行日

■ お茶っこサロン
（サンビレッジ）茶話会
13：30～15：00
先負
■ お茶っこサロン
（下矢作コミセン）茶話会

仏滅
■ お茶っこサロン
（竹駒コミセン）
財務局 特殊詐欺講話
13：30～15：00

10：00～11：30

仏滅

大安

仏滅

大安

赤口

先勝

赤口

先勝

友引

先勝

友引

先負

■ お茶っこサロン
（米崎コミセン）生協 物作り
10：00～11：30
（長部コミセン）伊藤園
おいしいお茶の淹れ方
13：30～15：00
仏滅

■ いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
（高田町東部地区）

■ お茶っこサロン
（長部コミセン) 交通安全講話
13：30～15：00

■ いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
（横田地区）

大安

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
赤口

■ お茶っこサロン
（横田コミセン）茶話会
13：30～15：00

大安

先負

勤労感謝の日

■ いきいきライフ 黒崎仙峡温泉
（今泉地区）

赤口

先勝

友引

