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今月の表紙
陸前高田アムウェイハウス
まちの縁側 開所記念式典
令和２年１月２６日（日）

１月２６日（日）、お天気にも恵まれた中「陸前高田アムウェ
イハウス まちの縁側」の開所記念式典が行われました。
気仙杉を使い気仙大工の工法を継承した見事な造りで、これか
らの観光や福祉、子育て支援、市民の交流・相談の場を含む複合
型コミュニティ施設として活用が期待されています。
⇒ 社会福祉協議会が開設した「くらし応援窓口」については、
５ページをご覧ください。

この広報紙は、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。

じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金運動へのご協力、ありがとうございました
皆様からお寄せいただいた募金は、来年度、市内の地域福祉活動（高齢者、障がい者、子ども支援等）や
県内の福祉施設整備等のために役立てられます。また募金の一部は積み立てられ、災害が発生した際、支
援のために活用されます。
令和元年度赤い羽根共同募金運動 募金総額
戸別募金

3,967,900円／103行政区、他

【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
【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
【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
・滝の里工業団地仮設住宅
【気仙町】
・第８区 ・第９区 ・第10区 ・第11区
・第12区 ・第13区 ・第14区 ・今泉地区高台
・今泉地区・市営住宅今泉団地
・市営住宅長部団地
【高田町】
・第１区甲 ・第１区乙
・第12区甲 ・第12区乙
・第17区
・高台２
・サンビレッジ仮設住宅
・市営住宅下和野団地
・県営栃ヶ沢アパート
【米崎町】
・第１区甲 ・第１区乙
・第４区甲 ・第４区乙
・第６区乙 ・第７区
・第９区 ・第10区
・市営住宅脇の沢団地

・第６区 ・第11区
・第14区 ・第15区
・高台３
・太田地区仮設住宅
・市営住宅中田団地

・第２区
・第３区
・第５区乙 ・第６区甲
・第８区甲 ・第８区乙
・米崎中学校仮設住宅

・第３区 ・第４区
・第７区 ・第８区
・第11区 ・第12区
・第15区

【その他】
・高田町第17区（過年度分）
・米崎町第２区（過年度分）

学校募金

19,969円／1件

・陸前高田市立広田小学校
職域募金

32,137円／2件

・陸前高田市包括支援センター
・陸前高田市社会福祉協議会
その他の募金

155,291円

・赤い羽根自動販売機（市内18台）
・受取利息

（目標達成率 １０８．０％）

（順不同・敬称略）

法人募金

378,261円／5２法人・事業所

・三日市自動車工場
・鈴木建設㈱
・村上製材所工場
・多田工房
・さいとう製菓㈱
・西部自動車整備工場
・アバッセたかた
・㈱長谷川建設
・㈲伊東組
・㈲カンノ冷熱
・みつわ飯店
・㈲クリーン石川
・㈱TCS
・㈲小林電設
・小谷園茶舗
・㈲やまひろ
・㈲食彩工房
・㈱三陸情報サービス
・菅原会計事務所
・㈱気仙タクシー
・㈲津嶋
・岩崎整骨院
・㈱山十
・タクミ印刷㈲
・㈲福田タイル店
・㈱佐武建設
・㈱共立土木
・㈲神田葡萄園
・㈱西條工務
・金野建設㈱
・㈲ヒカミ自動車
・㈱菊池商店
・和食味彩
・㈲ナカタフーズ
・㈱ムラスイ
・㈲星石油店
・鈴木工務店
・㈱立石建設
・穴沢林業
・民宿吉田
・小泉木工所
・㈲金野鉄工所
・㈱鈴木水道
・㈱村上冷凍空調設備
個人募金 82,588円／７件
・農事組合法人サンファーム小友
・Yショップ高田広田店
・たんぽぽ堂機能訓練デイサービスセンター
・気仙木材加工協同組合連合会
・竹駒地区民生委員児童委員協議会
・高田松原商業開発協同組合
・菊池 清子
・陸前高田市森林組合
・佐藤 正之助
・ゴールデンピーカン㈱
・佐々木 紫乃
・一般社団法人マルゴト陸前高田
・菅野 直人
・県外からの被災地支援募金
・県外からの被災地支援募金

設置募金

【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５区 ・第６区
・第９区 ・第10区
・第13区 ・第14区

4,917,978円

26,449円／27ヵ所
・三陸菓匠さいとう製菓
・クリーニングママ号アバッセ高田店
・リハビリ特化型デイサービスReBorn
・100円ショップキャンドゥ陸前高田店
・アバッセたかたインフォメーション
・ツルハドラック高田中央店
・スタイル
・そらうみ法律事務所陸前高田事業所
・PCサロンピネッド
・やぎさわカフェ
・伊東文具店
・ダイニング＆バルさらり
・マイヤ高田店

・陸前高田市役所
・陸前高田市震災復興事業共同企業体清水JV
・夢アリーナたかた
・陸前高田市社会福祉協議会
・生出地区コミュニティセンター
・下矢作地区コミュニティセンター
・横田地区コミュニティセンター
・竹駒地区コミュニティセンター
・長部地区コミュニティセンター
・小友地区コミュニティセンター
・広田地区コミュニティセンター
・イオンスーパーセンター陸前高田店
・菅野音楽教室
・あべや
街頭募金

103,831円

・アバッセたかた、イオンスーパーセンター陸前高田店、道の駅高田松原
（協力：市内福祉関係団体 １０月１日実施）
・アバッセたかた
（協力：高田高等学校JRC同好会 １０月３日実施）
イベント募金

151,552円

・ふれあいまつり
・陸前高田産業まつり
・あゆの里まつり（協力：横田地区民生委員児童委員協議会）
・芸能発表会（協力：市老人クラブ連合会）

皆様からお寄せいただいた歳末たすけあい募金
は、地域の民生委員さんにご協力をいただき、
地域との関わりをより必要とする市内の６５９
世帯、福祉施設１４件への見守り活動と併せて、
激励金として届けられました。
皆様からの温かいご支援、ご協力ありがとう
ございました。

歳末たすけあい募金
令和元年度募金総額

2,951,492円（目標達成率

１０２．６％）

戸別募金
【矢作町】
・第１区 ・第２区 ・第３区
・第５区 ・第６区 ・第７区
・第９区 ・第10区 ・第11区
・第13区 ・第14区 ・第15区
・旧下矢作教員住宅仮設住宅

・第４区
・第８区
・第12区
・第16区

【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
【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
・滝の里工業団地仮設住宅

2,319,100円／104行政区、他

【高田町】
・第１区甲 ・第１区乙
・第12区甲 ・第12区乙
・第17区
・高台２
・サンビレッジ仮設住宅
・市営住宅下和野団地
・県営栃ヶ沢アパート

【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

・第６区 ・第11区
・第14区 ・第15区
・高台３
・太田地区仮設住宅
・市営住宅中田団地

【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
【米崎町】
・第９区 ・第10区 ・第11区 ・第12区
・第１区甲 ・第１区乙 ・第２区
・第３区
・第４区甲 ・第４区乙 ・第５区乙 ・第６区甲 ・第13区 ・第14区 ・第15区
・第６区乙 ・第７区
・第８区甲 ・第８区乙
【その他】
・第９区 ・第10区
・米崎中学校仮設住宅
・高田町第17区（過年度分）
・市営住宅脇の沢団地
・米崎町第２区（過年度分）

【気仙町】
・第８区 ・第９区 ・第10区 ・第11区
・第12区 ・第13区 ・第14区 ・今泉地区高台
・今泉地区・市営住宅今泉団地
・市営住宅長部団地

（順不同・敬称略）

法人募金
・㈱長谷川建設
・みつわ飯店
・㈲小林電設
・㈲食彩工房
・㈱気仙タクシー
・㈱佐武建設
・㈱西條工務
・㈱菊池商店
・㈱ムラスイ
・㈱立石建設
・小泉木工所
・村上製材所工場
・西部自動車整備工場

388,360円／４８法人・事業所、他

・㈲伊東組
・㈲クリーン石川
・小谷園茶舗
・㈱三陸情報サービス
・㈱かねまつ建設
・タクミ印刷㈲
・㈱共立土木
・金野建設㈱
・和食味彩
・穴沢林業
・㈱高田建設
・㈲金野鉄工所
・多田工房

・㈲カンノ冷熱
・㈲やまひろ
・金野設備㈱
・菅原会計事務所
・熊谷獣医科医院
・岩崎整骨院
・㈲神田葡萄園
・㈲ヒカミ自動車
・㈲ナカタフーズ
・鈴木工務店
・芳樹園
・民宿吉田
・㈱鈴木水道

設置募金
・陸前高田市役所
・陸前高田市震災復興事業共同企業体清水JV
・夢アリーナたかた
・道の駅高田松原
・陸前高田市立図書館
・陸前高田市社会福祉協議会
・矢作地区コミュニティセンター
・横田地区コミュニティセンター
・長部地区コミュニティセンター

職域募金

・二又寿会（老止会）
・福田 久彌
・菅野 直人
16,679円／2件

・㈱村上冷凍空調設備
・陸前高田市社会福祉協議会

23,101円／2６ヵ所

・広田地区コミュニティセンター
・イオンスーパーセンター陸前高田店
・菅野音楽教室
・あべや
・やぎさわカフェ
・伊東文具店
・ダイニング＆バルさらり
・マイヤ高田店
・ドコモショップ高田店
個人募金

・佐藤 正之助
・佐々木 紫乃
・村上 順治

・高田レミコン㈱
・橋爪商事㈱
・農事組合法人サンファーム小友
・Yショップ高田広田店
・高田松原商業開発協同組合
・陸前高田市森林組合
・ゴールデンピーカン㈱
・一般社団法人マルゴト陸前高田
・岩手県神社庁気仙支部

・三陸菓匠さいとう製菓
・クリーニングママ号アバッセ高田店
・リハビリ特化型デイサービスReBorn
・100円ショップキャンドゥ陸前高田店
・アバッセたかたインフォメーション
・ツルハドラック高田中央店
・スタイル
・PCサロンピネッド

204,252円／10件、他

・坂下 和正
・川の駅よこた
・朗読ボランティアつばきの会

・和野権現舞保存会

今年度も各種募金運動及び募金ボランティア活動にご協力
いただきました皆様に心より感謝申し上げます。
誠にありがとうございました。

赤い羽根自動販売機の設置主を募集しております
「赤い羽根自動販売機」設置への

この自動販売機の売上げの一部は赤い羽根共同募金に寄付
され、地域の福祉活動や災害支援のために役立てられます。
市共同募金委員会では、「赤い羽根自動販売機」の設置主様
を募集しています。
このほど、「陸前高田市保健福祉総合センター」に市内
18台目の「赤い羽根自動販売機」が設置されました。
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、引き続き、皆様の理解とご協力
をよろしくお願いいたします。

ご協力ありがとうございます
（順不同・敬称略）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

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

｢こんにちは赤ちゃん訪問｣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、お祝いをするとともに、
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。

9月～12月生まれ の赤ちゃん
（ご家族)をご紹介

むらかみ りつ

むらかみ かいり

村上 律くん、村上 浬 くん

こ はる

鈴木 心陽ちゃん
（米崎町）

ひか る

加藤 光織くん
（広田町）

（広田町）

すずき

かとう

お お わ だ

斉藤左官
川の駅産直よこた
(福)高寿会（２台）
アバッセタカタ専門店街（３台）
JAおおふなと高田支店
JAおおふなと竹駒支店
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
陸前高田市営農拠点施設
岩手マイタック
広田地区コミュニティ推進協議会
陸前高田市総合交流センター 夢アリーナたかた
陸前高田市保健福祉総合センター
陸前高田市社会福祉協議会(２台）

れい か

大和田 怜楓ちゃん
（米崎町）

すずき

しゅう

鈴木 柊 くん
（広田町）

くまがい

は る

熊谷 羽琉くん
（気仙町）

あらき

おん

かんの

荒木 温ちゃん
（米崎町）

くまがい あつ き

ゆ づき

菅野 結月ちゃん
（小友町）

さとう

ら ら

熊谷 篤毅くん 佐藤 來桜ちゃん
（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ください。
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。

（気仙町）

「陸前高田アムウェイハウス

まちの縁側」に「くらし応援窓口」オープン

「まちの縁側」は、
陸前高田市観光物産協
会の観光案内所、「あ
すなろホーム」のカ
フェ「はぴなろカ
フェ」、おやこの広場
「きらりんきっず」、
そして、社会福祉協議会の「くらし応援窓口」、計4
団体が入居する複合型施設です。
「くらし応援窓口」は、暮らしの中のさまざまな不
安や生活にしにくさを抱えている方、どなたでも相談
できます。専用の相談スペースがあり安心です。
皆様、お気軽にお立ち寄りください。

奥のブルーの
カウンターが
目印です
10:00～
16:00
(土日祝日は
お休み)

みんなの

お茶っこ
サロン
横田地区

１月２2日の横田地区
コミセンサロンは、り
くカフェさんとのコラ
ボで、音楽療法講師の
立花先生をお迎えし、
懐メロに合わせて歌を
歌ったり、体を動かし
たりしながら盛り上が
りました。

集まりの場で是非お使いください！

グループを作りハンドベルの演奏も体験。先生の手
振りに合わせてベルを鳴らし、曲の完成時には歓声が
あがりました。
地域の公民館で集まりの場を運営して
いる担い手の方々から「手持無沙汰にな
るときに、誰でもできる遊び道具があれ
ば…」と相談を受けることがあります。
社協にもご支援でいただいたカルタや
レクレーション道具があります。
貸し出しもできますので、気になる方
は是非現物を見にお立ち寄りください。
お茶っこサロンに関する問い合わせ
竹駒事務所 電話 47－5370 まで
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。

ふくしの情報・お知らせ information
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、制服・教科書の購入費）の２つの
資金種があります。

教
育
支
援
資
金

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
※ 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。

就学支度費

※ 世帯の状況に応じて、生活困窮者自立支
援法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。

貸付限度額

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
・ 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。

日本学生支援機構奨学金と
生活福祉資金との優先関係
１ 給付型奨学金
２ 第一種奨学金（無利子）
３ 生活福祉資金（教育支援資金）
４ 第二種奨学金（有利子）
※「就学支度費」は上記優先に関わらず
利用できます。

問い合わせ 社会福祉協議会
電話 54-5150/5151 担当：脇坂

３月の行事予定
お茶っこサロン
下矢作
コミセン

３月２３日（月）10：00～ 茶話会

３月２５日（水）13：30～

りくカフェ
総合型りくぜんたかた
レクリエーション

竹 駒
コミセン

３月１０日（火）13：30～

生協
おはなしころりん
おとなの読み聞かせ

長 部
コミセン

３月 ５日（木）13：30～ りくカフェ・音楽療法
３月１９日（木）13：30～ ひまわり会

横 田
コミセン

米 崎
コミセン

陸前高田市社会福祉協議会
職員募集のお知らせ

３月１２日（木）10：00～

りくカフェ
総合型りくぜんたかた
レクリエーション

お茶っこサロンに関する問い合わせ
竹駒事務所 電話 47－5370 まで

社協では、現在、次の職員
を募集しております。詳しく
は、ハローワークまたは、社
会福祉協議会までお問い合わ
せ下さい。

職種：生活支援相談員
ホームヘルパー
問い合わせ 社会福祉協議会
電話 54-5150／5151
担当 佐藤・小水内

