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今月の表紙
赤い羽根共同募金
オープニングセレモニー
令和元年１０月１日（火）
アバッセたかた

１０月１日（火）に行われた「赤い羽根共同募金オープニ
ングセレモニー」では、市立広田小学校４学年の児童２０名
による、元気あふれる「御祝い」が披露されました。
その後、児童や関係者による募金の呼びかけが行われ、多
くの来場者にご協力をいただきました。ありがとうございま
した。詳しくは４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。

しおさいの家では、9月10日（火）に敬老会が行わ
れました。しおさいの家の利用者さんを代表し、黄川田
さんが記念品を授与。
また、今年米寿を迎えられた細谷さんに記念品が贈ら
れました。
その後には「さくら会」の皆さんによる踊りや、社協
役職員によるお祝いの歌や踊りなどが披露され、終始笑
いの絶えない敬老会となりました。
皆さん、これからも末永くお元気でお過ごしください。

「さくら会」の皆さんと一緒に記念撮影

市立米崎小学校では、９月１２日（木）、５学年の総合学
習の一環として「福祉学習会」が行われました。
この日は、加齢によるからだの変化や、１６年後には陸前
高田市の高齢化率が50％を超えることが予想されていると
みんな真剣にお話を聞いてくれました
いうことなど、高齢者や高齢化率などに理解を深めました。
その後には、実際に装具を着用して疑似体験をする役、サ
ポートする役を体験しました。
疑似体験をした児童からは「階段の上り下りが怖かった」「サポートして
もらって安心して歩くことができた」といった感想がありました。
質疑応答では、児童の皆さんからたくさんの質問が寄せられ、最後まで関
心をもってお話を聞く様子が印象的でした。
社協では「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し「福祉教
育」のお手伝いをしています。用具の貸出も行っております。
詳しくは社協までお問い合わせ下さい。
協力しながら装具を着用

第３１回岩手県民長寿体育祭いきいきシニアス
ポーツ大会は、9月21日（土）、雫石総合運動公
園陸上競技場で開催されました。
県内各広域市町村で編成された11チームで、全
7種目の競技に出場。気仙地区として、陸前高田市
からは、４８名の選手が徒競走やリレー、団体競
技に出場しました。
６５歳以下６０メートル競走（女子）個人では、
本市から菊池真理子さんが３位入賞！皆さん、シ
ニアパワーを発揮され、秋空のもと、さわやかな
汗を流して、1日楽しんでいた様子でした。
力走を繰り広げた１００ｍ競走（個人）男子選手の様子

矢作地区の方々を対象とした「いきいきラ
イフ」は、９月２７日（金）、霊泉玉乃湯で
開催されました。この日の参加者は２６名。
血圧測定や入浴を楽しみ、介護予防教室「栄
養講話」のあと、皆さんで昼食をいただきま
した。午後はゆったり休んだり、仲間同士で
ソフトクリームを食べたりと、思い思いに過
ごされていました。
１０月１１日からは、黒崎仙峡温泉を会場
に、介護予防教室を「3B体操」として開催し
ております。ご近所、お友達お誘いあわせの
うえ、ぜひご参加ください。
参加費は1,000円（入浴料、昼食代、保険料込み）です。

開会セレモニー 高田保育所の皆さんによるお遊戯の様子

～10：00 送迎
10：00～ 開会、健康相談、入浴等
11：00～ 介護予防教室
「栄養講話」では、講師のお
話を熱心に聞き、質問が出る
など、健康に対する意識の高
さが見受けられました。

12：00～

昼食のメニューは見た目以上
のボリュームで、味もとても
美味しいと大変好評でした。

14：00～ 閉会、送迎

令和元年度ふれあいまつり（ふれあいまつ
り実行委員会主催）は９月２８日（土）、市
コミュニティホール及び栃ヶ沢公園敷地内で
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、毎年開催されています。
開会セレモニーでは、高田保育所の皆さん
による「キッズソーラン」が披露され、青空
のもと堂々とお遊戯する子ども達にたくさん
の声援が送られました。

会場内では、手話サークル「コスモス」のミニライブ、市内福
祉団体による出店やパネル展示、キャップハンディ体験やニュー
スポーツ体験も行われました。
また、高田第一中学校吹奏楽部、芸能ボランティアや福祉団体
によるステージ発表が行われ、会場内は大盛り上がり！
共同募金や災害義援金にも多くの来場者にご協力をいただきま
した。皆様のあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

福祉施設による出店ブースも大盛況

昼食、入浴、休憩（自由時間）

共同募金、災害義援金へのご協力
ありがとうございました

視覚障がい者用のオセロ体験

ステージ発表の様子

赤い羽根共同募金オープニングセレモニーは、１０月１日（火）、
アバッセタカタ専門店街で行われました。
当日は、陸前高田市共同募金委員会 戸羽 太 会長より「赤い羽根
共同募金は、震災以降、コミュニティの再生にも大変役立てられて
いる。今年も皆さまのご協力をお願いしたい。」と挨拶。その後、
寄付１号企業のさいとう製菓高田店（店長 中舘 由里子 様）より
「陸前高田市のためにお役立てください。」と募金が贈呈されまし
た。（市立広田小学校4学年の児童による「御祝い」の様子は表紙を
ご覧ください。）市内３ヵ所での街頭募金運動にご協力いただいた
市議会、市民生委員児童委員協議会、市女性団体協議会、市ボラン
寄付1号企業さいとう製菓高田店様より
ティア連絡協議会の皆様、関係者の皆様、善意の募金を寄せてくだ
募金の贈呈
さった皆様に心より感謝申し上げます。
また、１０月３日（木）、県立高田高等学校JRC同好会の皆さんによる街頭募金運動も行われま
した。皆様のご協力、誠にありがとうございました。
この募金は、「じぶんの町をよくするしくみ」として、陸前高田市の地域福祉活動や、県内の福
祉施設整備、災害支援金等に役立てられます。

赤い羽根共同募金

「令和２年度福祉まちづくり支援事業」
助成事業募集のご案内
岩手県共同募金会では、地域において身近な
福祉課題に取り組んでいる団体や、住民に向け
た福祉サービスを行う団体の、「誰もが安心し
て暮らせる福祉のまちづくり」を支援し、住民
参加による福祉コミュニティづくりを推進する
ため、次の事業を募集します。
事業実施期間
令和２年４月１日から翌年３月３１日まで
助成対象団体
地域の福祉向上を目的に活動する県内のボラ
ンティア・NPO団体や、町内会・自治会等任意
の住民グループ
助成額
１万円から２０万円まで（千円単位で助成）
※ 県内全体の助成枠５００万円
助成対象経費
（1）幼児・児童、高齢者、障がい者・児や、
その他住民を対象に行う地域での福祉活動に、
直接使用する機器・用具の購入経費

（2）地域で福祉活動を行う団体が、活動拠点を
立ち上げる際に必要な、機器等の購入経費
応募方法
応募要項をご覧のうえ、必要書類を団体所在
地の市町村社協まで提出してください。
※ 応募要項、様式は、社協でも配布するほか、
岩手県共同募金会ホームページ
（http://www.akaihane-iwate.or.jp)
の「助成事業」からダウンロードすることが
できます。
応募受付期間
１０月１５日（火）～１１月２９日（金）
※ 助成の採否は、令和２年３月末に決定し、
令和２年４月上旬に通知されます。
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 54-5150/54-5151 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。

6月～7月生まれ の赤ちゃん
（ご家族)をご紹介

よし だ

ゆう ご

みね い

吉田 有吾くん

じょう

峯井 丞 くん

（米崎町）

はたけやま ここ は

うす い

畠 山 心陽ちゃん

（米崎町）

こと み

かん の

臼井 琴海ちゃん

（広田町）

こと は

菅野 奏陽ちゃん

（広田町）

（米崎町）

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。

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

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 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。

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。

※ 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 電話 54-5150/54-5151 担当 熊谷

善意のご寄附
ありがとうございました

災害義援金の受付をしております
陸前高田市共同募金委員会では、この度の自
然災害により被災された方々を支援するための
義援金を受付しております。
皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願い
いたします。
義援金の名称・受付期間
①「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金」
令和2年 2月28日（金）まで
②「令和元年台風第15号千葉県災害義援金」
令和元年12月30日（月）まで
※
※

救援物資の取扱いはいたしておりません。
募集期間は延長になる場合があります。

・ 一般社団法人JFTD
励まし花キューピット 様
アレンジメント花 3台
・ 沖縄県国頭郡 知念 美佐枝 様
パイナップル、タンナファクルー 1箱
・ 京都府綴喜郡
宇治田原茶販売協同組合 様
京都府内産宇治茶 ２００本
・ 匿名 様

20,000円

・ 米崎中学校仮設住宅自治会
区長 及川 幹雄 様
10,822円

詳しくは社協のホームページをご覧ください。

問い合わせ・受付窓口
陸前高田市共同募金委員会（社会福祉協議会内）
電話 54-5150/54-5151 担当 小山

１１月の行事予定
市老人クラブ連合会
主 催

芸能発表会

日 時 １１月１３日（水）午前１０時～
場 所 市コミュニティホール

・ 愛知県名古屋市
野瀨 武敬 様

おせんべい２箱

令和元年９月末までの受付分を掲載しております。

皆様からお寄せいただいた寄附金や寄
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。

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

１１月 ５日（火）10：00～ りくカフェ
ミニ運動会

下矢作
コミセン

１１月２５日（月）10：00～ 茶話会

横 田
コミセン

会 場：黒崎仙峡温泉
１１月 １日（金） 高田町①
１１月 ８日（金） 高田町②

県レク

１１月２７日（水）13：30～ レクリエーション

１１月１５日（金） 横田町
１１月２９日（金） 長部地区

生協
ものづくり

竹 駒
コミセン

１１月１２日（火）13：30～

長 部
コミセン

１１月 ７日（木）13：30～ 茶話会
１１月２１日（木）13：30～ ひまわり会

米 崎
コミセン

１１月１４日（木）10：00～

伊藤園
美味しい

お茶の淹れ方

詳しく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

