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社会福祉法人

陸前高田市社会福祉協議会
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務

所

〒029-2205 陸前高田市高田町字鳴石50-10 TEL：0192-54-5151／5150

FAX：0192-54-4775

■竹

駒

事

務

所

〒029-2203 陸前高田市竹駒町字十日市場8-1 TEL：0192-47-5370

FAX：0192-47-5370

■指定通所介護事業所 しおさいの家

〒029-2208 陸前高田市広田町字長洞154-1 TEL：0192-47-4316

FAX：0192-47-4316
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この広報紙は、赤い羽根共同募金会配分金の一部を充てて発行しています。
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「うるおいとやすらぎの家事業」は、社会福祉協議会が市内11地区のコミュニティ推進協議
会へ助成金を交付し、地域活動を推進するための事業です。昨年度に引き続き、今年度も実施
を予定しておりますので、地域福祉の向上・活性化を進めていきましょう。
＊各地区における地域活動紹介（平成29年度）

生
出
地
区

●交流
新年会、親睦会、わくわく簡単体操
ノルディックウォーク、グラウンドヤード
いきいき百歳体操、慰安温泉旅行
●研修
講話「隣近所の支え合いについて話そう」
講話「お達者出前講座」、日帰り温泉旅行
ビデオ鑑賞と新年会
●交流

矢 楽しい昼食会、さなぶり交流会、日帰り温泉
作 グラウンドゴルフ大会、お楽しみ会
地 新年会、食事会
区 ●研修
会員研修旅行

下
矢
作
地
区

●交流
田植え踊りと世代間交流、虎舞と親睦会
ふるさとを語って食べる会
●研修
講話「看護予防について」
講話「生活習慣病について」
語る会「これからの下矢作について語ろう」
講話「認知症を正しく理解しよう」

横
田
地
区

●交流
みずき団子づくり会、昼食懇談会
日帰り親睦旅行、ふれあいまつり
長生クラブとの交流会、地域敬老会
高齢者とのふれあい交流会、さつまいも掘り
健康教室とふれあい昼食会、ぶどう狩り遠足
カラオケで健康作り、ふれあい交流会
懐メロとともに健康づくり
●研修
山神社御精進講、産業部高齢者合同研修
安全講座、気仙沼市内視察

●交流

竹 ミニ敬老会、老人クラブ新年交賀会
駒 ●研修
地 高齢者視察研修会、しめ縄づくり講習会
区 ●社会奉仕活動
花壇の花植え、花壇の草取り

気 ●交流
仙 観桜祭（気仙地区民協主催）
姉歯会大交流会（気仙地区民協主催）
地 敬老者（数え年88歳）への祝品贈呈
区 懇親会、旅行、慰霊祭
長 ●交流
部 交流会（全７地区で開催）
地 ●研修
区 高齢者教室、謡曲教室
高 ●交流
田 交流会、荒町会「芋煮会」、忘年会
新年交流会、お花見、納涼祭、温泉旅行
地 ●研修
区 大迫バス研修、研修旅行

米
崎
地
区

●交流
さなぶり会、交流会、みずき団子作り
グラウンドゴルフ大会、日帰り温泉旅行
悪魔祓い、ちぎり絵教室、芋の子会
バーベキュー老若交流会、忘年会
新年を祝う会
●研修
健康教室、健康体操、紙芝居健康講座
レク・料理講習
●社会奉仕活動
草刈り、ゴミ拾い、公民館清掃

小 ●交流
友 交流会（体操、カラオケ、踊り、
地 ビデオ鑑賞等）
区 クリスマス会、世代間交流
●交流

広 食事会、交流会、日帰り温泉
田 ●研修
地 講話「認知症を正しく理解しよう」
区 ●慰問
富岡荘（芸能ビデオ鑑賞や認知症予防体操）

＊地域活動の様子（うるおいとやすらぎの家事業 実績報告書より抜粋）

生出地区：研修会
お達者出前講座

下矢作地区：研修会
「認知症を正しく理解しよう」

長部地区：交流会

横田地区：ふれあい交流会

竹駒地区：花壇花植え

小友地区：世代間交流

こんにちは赤ちゃん訪問事業

生まれの赤ちゃん
（ご家族）紹介！
（※写真は許可を得て掲載しています。）
お の で ら

少子高齢化が進む陸前高田市において、生まれてくる
子どもたちは、次の世代を担う大切な存在です。
社会福祉協議会では、今年１月より各地区の民生委員
の方々にご協力いただき、地域の新しい仲間の出生をお
祝いする「こんにちは赤ちゃん訪問事業」を始めまし
た。この事業は、地域の身近な相談役である民生委員が
世帯を訪問・お祝いするとともに、様々な不安や悩みを
聞き、必要に応じて適切な機関・サービスにつなぐな
ど、子どもの成長を地域で見守る最初のきっかけづくり
を目的としたものです。
お住まいの地区の民生委員の方々がお祝いをもって伺
わせていただきます。何か不安や困りごとがありました
ら、お気軽にご相談ください。
とう ま

小野寺 冬真くん(米崎町)

おいかわ

か

り

な

及川 華莉徠ちゃん(高田町)

きくち

えい た

菊地 瑛太くん(小友町)

災害たすけあい義援金

陸前高田市

平成２９年１２月２９日～平成３０年３月３１日受付分

「平成２９年７月５日からの大雨災害義援金」

共同募金委員会

陸前高田市立広田小学校 様 ５，０００円
あたたかいご支援ありがとうございました

赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金2

平成30年度「被災地住民支え合い活動助成」
１ 助成対象

２ 助成金額

⑴ 対象団体➡次の要件をいずれも満たす非営利団体

⑴ 中期的な活動（概ね３か月以上の活動）の場合

①岩手県内の仮設住宅または復興公営住宅等の被災住民を対象に、支援する
側として、また住民同士の支え合いとして、次の活動を行うボランティア
団体、NPO法人等。
ア. 孤立を防ぐ活動

イ. 日常生活を支える活動

ウ. コミュニティ再生のための活動

②岩手県内に拠点を置く団体で、岩手県民5名以上で構成されていること。
③団体の代表と会計の担当が決まっており、活動を実施、報告できる体制に
あること。

▶１団体につき総事業費の９０％以内で３０万円を上限とする。

⑵ １日限り・１回限り等の限定的な活動の場合
▶団体につき総事業費の９０％以内で１０万円を上限とする。
※応募額は千円未満切り捨てのこと。
※精算報告が終了した団体は、同一年度内に２回まで応募することができるもの
とする。

３ 応募受付及び助成決定
⑵ 対象となる活動期間
平成３０年４月～平成３１年３月までに行われる活動。

⑶ 助成対象費用
【助成対象となる経費】
活動資機材購入費、消耗品・備品費、会議費、研修費、外部講師謝金、通
費、水道光熱費、印刷費、サロン等の飲食費、交通費、ガソリン代、ボラン
ティア保険料等

【助成対象とならない経費】
①
②
③
④
⑤
⑥

団体のスタッフ・ボランティアの総会、会議、打合せ、反省会等の際の飲食
酒類購入代
個人から借用した車両や機器に対する謝金（ガソリン代は除く）
当該活動と関係が明確でないガソリン等の経費
名刺作成費、活動拠点事務所経費など通常の団体運営経費
個人所有に属することになる配布目的にした物品の購入費、見舞金等現金支
給、金券購入費、お土産代等
⑦ 領収書の発行元が応募団体のものの経費、個人名義の領収書の経費
⑧ チャリティイベントの開催経費

※詳しくは岩手県共同募金会、または陸前高田市社会福祉協議会ホーム
ページに掲載しております。応募書等の各種様式もダウンロードしてご
利用いただけます。

時期

受付開始日

応募締切日

助成決定時期

第1回

平成30年4月2日（月）

平成30年4月27日（金）

平成30年5月末

第2回

平成30年5月1日（火）

平成30年5月31日（木）

平成30年6月末

第3回

平成30年6月1日（金）

平成30年7月31日（火）

平成30年8月末

第4回

平成30年8月1日（水）

平成30年9月28日（金）

平成30年10月末

第5回

平成30年10月1日（月）

平成30年11月30日（金）

平成30年12月末

第6回

平成30年12月3日（月）

平成31年1月31日（木）

平成31年2月末

４ 応募方法
所定の応募書（様式第１号）に必要事項を記入のうえ、団体の会員名
簿、通帳の写しを添付し、陸前高田市共同募金委員会（社会福祉協議
会内）まで提出。
⑴ 中期的な活動（概ね３か月以上の活動）の場合
▶１団体につき総事業費の９０％以内で３０万円を上限とする。

⑵ １日限り・１回限り等の限定的な活動の場合
▶１団体につき総事業費の９０％以内で１０万円を上限とする。
※応募額は千円未満切り捨てのこと。
※精算報告が終了した団体は、同一年度内に２回まで応募することができるもの
とする。

平成３０年度「たかたのまちを良くする福祉活動助成」
１ 助成対象
⑴ 対象団体
①市内に拠点を置き。住民の福祉向上等を目的に活動する民間団体、ボランテ
ィア団体、グループであること。
②団体（町内会・自治会を含む）は住民５名以上で構成されていること。
③公益的な活動を基本とし、営利を目的としていないこと。
④定款、会則等が整備されていること。

⑵ 対象活動
市内で福祉団体等が行う高齢者、障がい者、児童等の福祉向上、地域課題の解
決、支え合い等を目的とした自主的・積極的な活動に資する事業であり、助成
を受けることにより、効果を十分に発揮できる事業。

⑶ 活動期間

◆対象経費
【対象経費の例】

項目

対象となる経費

諸謝金

・専門的な技能、知識を有する指導者、講師に対する謝金

旅費

・講師の交通費や宿泊費（申請団体に所属する会員等を除く）
※実費を上限とする

消耗品費

・事業に要する消耗品（コピー用紙、封筒、文房具など）

食料費

・講師の弁当、お茶代（外部講師に限り１人1,000円以内）

印刷製本費

・事業に要する印刷費（チラシ、ポスター、コピー代など）

平成３０年８月２０日(月)～平成３１年３月３１日(日)までに実施する事業

※社会通念上の相当額であること（申請団体に所属する会員等を除く）

通信運搬費
保険料
２ 助成金額
・１団体につき総事業費の９０％以内で８万円を上限とする（千円未満切捨て） 手数料
・助成総額：４０万円以内
使用料及び賃借料

・事業に要する切手代、メール便代
・参加者、スタッフに対する保険料など
・振込手数料など

３ 申請受付期間

備品費

・高齢者や地域住民の交流を促進するためのもの
・高齢者や障がい者などを支援するための活動に必要な備品

原材料費
その他

・木材など作業にかかる原材料費
・上記以外で事業の実施に必要であると認められるもの

平成３０年５月１日（火）～平成３０年７月１３日（金）

４ 応募方法
「応募申請書(様式1-1)」及び「事業計画書(様式1-2)」に必要書類を添えて提出

・会場使用料、物品使用料、レンタル料など

【助成対象とならない経費の例】
① 団体・グループの運営費、人件費（講師謝金は除く）
② 弁当代、アルコール、茶菓代等、参加費などの自己財源で賄うべき飲食費
陸前高田市共同募金委員会審査委員会において審査を行う。
③ 団体の会員、構成委員同士のみで親睦を目的とした事業の経費
６ 応募・問い合わせ先
④ チャリティイベントの開催経費、演芸会等の出演料、謝礼
陸前高田市社会福祉協議会 TEL：54-5151
⑤ 宿泊を伴う事業
⑥ 個人へ配布することを目的としたお土産、金券、景品代、ユニフォーム代など
※詳しくは陸前高田市社会福祉協議会ホームページに掲載しております。 ⑦ 個人から借用した車両や機器等に対する謝礼
応募申請書等の各様式もダウンロードしてご利用いただけます。
⑧ 領収書がないもの、また領収書の発行元が応募団体、個人名義のもの

５ 審査及び決定

◆対象者について
①交通手段を持たず、公共交通機関の利用が困難な方。
➁その他、下記に該当する方。
▶介護保険の要支援・要介護認定を受けている方。
▶身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健
福祉手帳をお持ちの方。
▶上記の対象者と一緒に生活している方（介護者）
等々。

◆移動の範囲について
陸前高田市内に限る（発地、着地とも）。

①社会福祉協議会に連絡ください。
②「無料移送の登録をしたい」とお伝えください。
③対象になるか確認をいたします。
担当者が、電話で内容を伺ったあと、訪問等によ
り状況を確認します。
④申請確認書類を提出していただきます。
⑤移送サービス利用決定通知書が交付されれば登録
完了となります。

◆利用日と利用時間について
平日（土日祝日は除く）の午前８時３０分～午後５時
※運行スケジュールによって、申込日時に添えない場
合がございます。

◆料金について 無

料

登録・利用についてのお問い合わせ
電 話：0192-54-5150
FAX：0192-54-4775
担 当：松田 熊谷 小山

◆利用の目的について
病院への通院、買い物、諸手続きのための外出、等。

※この事業は陸前高田市の補助金を受けて実施しております。

みんなのお茶っこサロン
『６年半の振り返り』
～高田地区

第一中学校・高田高校仮設編～

2月27日（火）は第一中学校仮設集会所、３月16日
（金）は高田高校仮設集会所で、お茶っこ会が開催されま
した。仮設住宅が集約されるため、この場所でのお茶っこ
会は最後の日。平成23年度からのサロンの様子をスライド
ショーにして、参加者と一緒に過ごした6年半を振り返りま
した。皆さんありがとうございました！

第一中学校仮設

高田高校仮設

「一緒に

を食べる会」

を開催しました！
３月２６日（月）１８：００から栃ヶ沢アパート集会所
にて「一緒にご飯を食べる会」を開催しました。
この日は、５０名以上が参加。皆でカレーを作り、食卓
を囲み、楽しい時間となりました。地域包括ケアコーディ
ネーターより「誰もが利用でき、相談できる場所」として
市民交流プラザの紹介もしていただきました。民生委員さ
んも参加し、地域の皆さんで顔を合わせ、気軽に話ができ
る良い機会となりました。

新しい場所で会いましょう！

懐かしいこと～

高齢者の集まりの場を応援します！
社協ではお茶っこサロン、いきいきライフを定期的に開催して
おります。途中参加でも大丈夫！送迎もございます。詳細は同誌
社協カレンダーをご覧ください。
お問い合わせ TEL：47-5370（竹駒事務所）

準備も賑やかに行いました。 みんなで、いただきまーす！

社協カレンダー 5月の予定
月

火

水

木

■・・・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

金

土

日

■お茶っこサロン（長部コミセ
ン）お休み

赤口
■お茶っこサロン（竹駒コミセ
ン）茶話会 13：30～15：00

赤口

先勝

■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（横田コミセ
ン）茶話会 13：30～15：00

友引

友引

仏滅

大安

大安
■お茶っこサロン（横田コミセ
ン）茶話会 13：30～15：00

赤口

先負

赤口

仏滅

大安

仏滅

大安

赤口

友引

先負

先負

仏滅

◆金婚祝賀会【対象：矢作、横田、
気仙、高田、竹駒】（キャピタル
ホテル1000）

先勝

■お茶っこサロン（長部コミセ
■いきいきライフ 玉乃湯（広田
ン）茶話会 13：30～15：00
地区）
◆金婚祝賀会【対象：米崎、小友、
広田】（キャピタルホテル
1000）
先勝

友引

＜お茶っこサロンに参加される方へ＞

■お茶っこサロン（下矢作コミセ
ン）茶話会 10：00～11：30

大安

先負

■お茶っこサロン（米崎コミセ
ン）生協 ランチョンマット作り
10：00～11：30
■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（サンビレ）
■お茶っこサロン（長部コミセ
生協・おはなしころりん 読み聞 ン）茶話会 13：30～15：00
かせ 13：30～15：00

■お茶っこサロン（竹駒コミセ
ン）茶話会 13：30～15：00

仏滅

先勝

マイカップの持参にご協力お願いいたします。
※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。
※手芸が行われる際には、裁縫道具をご持参ください。
赤口

先勝

友引

