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今月の表紙
陸前高田市金婚祝賀会
令和元年５月１４日（火）
キャピタルホテル1000での様子

令和元年度陸前高田市金婚祝賀会は、５月１４日（火）、
５月２１日（火）にキャピタルホテル1000で行われました。
今年度の対象者は７１組のご夫婦、このうち金婚祝賀会に
は４２組が出席され、結婚５０年のお祝いをしました。
会場内では、少し恥ずかしそうに２人寄り添い夫婦写真を
撮影されたり、共に歩んできたこれまでの出来事を、楽しそ
うにお話する姿が見られました。

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。

令和元年度陸前高田市金婚祝賀会

結婚５０周年おめでとうございます

5/14 集合写真①（矢作町・横田町・竹駒町・気仙町）

5/14 集合写真②（高田町）

謝辞 5/14：菅野さんご夫妻 5/21：村上さんご夫妻

5/21 集合写真③（米崎町・小友町・広田町）

5/21 会場内の様子（歓談、アトラクション鑑賞）

5/14 会場内の様子（乾杯、高田音頭）

皆様ますますのご多幸と
長寿をお祈りしております

アトラクションにご出演いただいた皆様ありがとうございました

喜多流高田の皆様

下矢作保育園の皆さん

高田民踊会の皆様

新日本舞踊会の皆様

広田保育所の皆さん
陸前高田市金婚祝賀会は、一部赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています。

陸前高田市共同募金委員会
平成３０年度事業報告・収支決算
（３）災害義援金の受付
４件の災害義援金に対して、合計939,417円
赤い羽根共同募金を活用した、一般公募助成
「たかたのまちを良くする福祉活動助成」は、公 （延べ39件）が寄せられ、全額、該当被災地へ送
られました。
募による助成であるため、地域の独自性を生かし
た基準で、地域ニーズや課題に沿った助成を行う
（４）助成金受付実績
ことができました。
・ 「平成30年度被災地住民支え合い活動助成」
また、これら一般公募助成の審査や、地域福祉
助成決定金額 1,259,000円／8件（市内受付分）
活動助成金の策定等については、「審査委員会」
・ 「福祉のまちづくり支援事業」…Ｈ31年度事業分
において協議を進めたことで、共同募金の使途が
助成決定金額
390,000円／2件
より明瞭化されました。
（５）一般公募助成
２ 募金実績
「たかたのまちを良くする福祉活動助成」の実施

１ 事業経過（抜粋）

（１）赤い羽根共同募金 実績額
4,509,237円
目標達成率 95.2％
（２）歳末たすけあい募金実績額 2,849,902円
目標達成率 103.4％

市内の団体より応募があり、審査委員会におい
て助成が決定となりました。（下表参照）

3 新たな募金手法への取り組み
赤い羽根自動販売機の設置推進
Ｈ30年度 4台新設
市内設置台数 16台（平成31年3月末現在）

※ 配分総額：2,252,000円（運動経費を含む）
配分剰余金：597,902円は、今年度の地域福祉活動事業
費として、全額陸前高田市社協へ助成されます。

「たかたのまちを良くする福祉活動助成」助成決定一覧
助成決定団体
1

竹駒町 矢崎町内会

2

事業名

申請額（円）

脚折りたたみテーブル、折りたたみイス整備事業

80,000

「おはなしペパン」

こどもも大人も暮らしの中に読書の喜びを

30,000

3

小黒山お元気クラブ

カラオケセット整備事業

80,000

4

釘の子振興会

会議テーブル・折りたたみイス整備事業

80,000

5

矢作町1区部落会

矢作町1区部落会木製ローチェアー整備事業

60,000

子ども読書支援グループ

合

計

330,000

収入と支出の内訳
次年度繰越金

前年度繰越金
97,925円
災害義援金収入
939,417円

雑収入

74,721円

2円 岩手県共同募金会からの
事業費収入

事業費支出
555,206円
岩手県共同募金会へ

532,000円

収入
8,925,483円
歳末たすけあい募金収入
2,846,902円

赤い羽根共同募金収入
4,509,237円

災害義援金送金

募金送金

939,417円

7,356,139円

支出

8,925,483円
皆様からお寄せいただいた各種募金は、一旦
全額、岩手県共同募金会に送金されます。
その後、陸前高田市の地域福祉事業費や歳
末たすけあい運動のために助成されました。

陸前高田市共同募金委員会

令和元年度事業計画・収支予算
１ 事業方針
昨年度は、赤い羽根共同募金を活用した、一般公募
助成「たかたのまちを良くする福祉助成」を実施し、
公募による共同募金の助成が開かれたものとなりまし
た。今年度も引き続きこの助成を行い、申請された事
業等を通じて、地域全体のニーズを知るとともに、共
同募金への協力意識を高めることに努めてまいります。
２

赤い羽根共同募金運動の展開

10月を運動強化月間として、全国一斉に「赤い羽
根共同募金運動」を実施します。本委員会でも３月
31日までの期間中、積極的に展開してまいります。
３
①
②
③

その他
岩手県共同募金会各種助成金の周知や受け付
けを行います。
赤い羽根自動販売機設置など新たな募金手法
への取り組みを推進します。
自然災害の発生に対し、災害義援金の呼びか
けと受け付けを行います。

チャレンジデー2019に
参加しました
市老人クラブ連合会では、5月29日（水）、
市総合交流センター（夢アリーナたかた）を
会場に、カーリンコンでチャレンジデー
2019に参加しました。
今年度で20回目の参加となった陸前高田市。
今回の参加率は59.7％で、対戦相手の鹿児島
県南さつま市（参加率70.3％）に勝つことは
できませんでしたが、カーリンコンの会場で
は、会員の方も一般の方も、一緒に楽しんで
いる様子でした。

「米崎アップルクラブ」（米崎町）と
「栃ヶ沢はまゆりクラブ」（高田町）が
設立されました

この度、５月１日付けで米崎町に「米崎
アップルクラブ」（会長 菅野日出男さん）、
6月1日付けで、高田町県営栃ヶ沢アパートに
「栃ヶ沢はまゆりクラブ」（会長 岩崎たみ
代さん）が設立されました。
震災以降、生活環境や地域コミュニティが
激変する中、市老人クラブ連合会としても、
友愛訪問活動や各種教室の開催、芸能発表会
やグラウンドゴルフ交流会など、社会参加、
地域貢献活動や会員交流、生きがいづくりな
ど、さまざまな活動をしています。
仲間同士で楽しみ、日々の生活と地域を豊
かにする老人クラブ活動に参加しませんか？
お気軽にお問い合わせ下さい。
市老人クラブ連合会（社会福祉協議会内）
電話 54-5150/5151 担当：中里、熊谷

カーリンコン会場の様子

｢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。

つか だ

けんし

塚田 拳士くん
（米崎町）

むらかみ はやて

ゆ う

泉田 悠有くん
（横田町）

村上 颯 くん
（広田町）

いずみだ

かんの

ひなた

菅野 陽 ちゃん
（高田町）

むらかみ なぎ

むらかみ はる

村上 凪ちゃん

村上 春ちゃん

（広田町）

（高田町）

むらかみ いち た

村上 一太くん

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。

（高田町）

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。

５月１４日（火）、
竹駒地区コミュニティ
センターで行われたお
茶っこサロンでは、仙
台市からのボランティ
ア慰問活動団体「明星
会」の皆さんによる歌
や踊り、マジックなど
が行われました。
ユーモアたっぷりのお話や、歌や踊り、参加者
さんも一緒に手踊りができる歌唱もあり、終始、
笑顔と拍手の絶えない時間となりました。

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。

５月２３日（木）、しお
さいの家では、広田小学校
さんに招待いただき、今年
も運動会総練習の見学応援
に行ってきました。
今年から、広い校庭での運動会。のびのびと
徒競走やダンス、綱引きなどが行われ、利用者
さんもたくさんの声援を送ってきました。
同日、愛知県豊橋市の白木
沢敏郎さんによる、ギターコ
ンサートが行われました。
素敵なギターの生演奏と懐
かしい歌謡曲の歌声に、利用
者さんも一緒に歌ったり、
ゆったりと楽しい時間を過ご
すことができました。
白木沢さん、遠方からのご支援、ありがとう
ございました。

手話学習会

陸前高田市社会福祉協議会

受講者を募集しています

会員加入及び会費の納入に
ご理解とご協力をお願いいたします
開催日
皆様には日頃より、地域福祉活動、本会の事
業運営にご理解とご協力をいただき、ありがと
うございます。
社協では、今年度も社協会員加入及び会費の
協力をお願いしております。

時
会
定
締

世帯会費 1,000円／年額

問い合わせ 陸前高田市社会福祉協議会
電話 54-5150/5151 担当：小林

午後７時～午後８時３０分
市コミュニティホール 大会議室
２０名
参加費
無料
６月２４日（月）
※ 定員になり次第、締め切ります。

申し込み方法 留守電またはＦＡＸで、①氏名
②年齢 ③連絡先をお伝えください。
後日連絡させていただきます。

皆様からいただいた会費は、地域福祉事業や
地域への助成など、陸前高田市の福祉活動推進
のために、大切に活用させていただきます。
今年度も７月頃より、行政区長の皆様を通じ
てお願いする予定です。
※ 協力方法は地域によって異なります。

今後とも、地域福祉向上のために、皆様のご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。
詳しくは本日配布のチラシをご覧ください。

間
場
員
切

① ７月 ２日（火）
② ７月 ９日（火）
③ ７月１６日（火） ≪全３回≫

申込先 陸前高田手話サークルコスモス
電話/ＦＡＸ 55-3648（事務局：金野さん）

善意のご寄附
ありがとうございました
令和元年５月末までの受付分を掲載しております。

・ 鈴鹿市療育センターの皆様

１６，３５７円
お菓子パック 他
・ 兵庫県宝塚市 佐曽利園芸組合 様
ダリア球根 200球
この寄附金、寄贈物品は、本会が行う地域福祉事業など
のために大切に活用させていただきます。
皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。

７月の行事予定

介護予防教室

お茶っこサロン

いきいきライフ

矢 作
コミセン

７月

下矢作
コミセン

７月２２日（月）10：00～

レクリエーション

横 田
コミセン

７月２４日（水）11：00～

りくカフェ
栄養講話

※

竹 駒
コミセン

７月２３日（火）13：30～

りくカフェ
歌のサロン

※

長 部
コミセン

７月 ４日（木）13：30～
７月１８日（木）13：30～

ひまわり会
交通安全教室

米 崎
コミセン

７月１１日（木）10：00～

２日（火）10：00～

伊藤園

総合型りくぜんたかた

ミニ運動会

会 場：霊泉玉乃湯
７月 ５日（金）
７月１９日（金）
７月２６日（金）

竹駒町
長部地区
今泉地区

今泉地区の方で、他の地区にお住いの場合
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。
詳しい内容は回覧チラシをご覧ください。

お茶っこサロン・いきいきライフに関する
問い合わせは
竹駒事務所 電話

47-5370 まで

