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ご卒業おめでとうございます！

不要な制服あれば、後輩たちへつなぎます！
今月の表紙

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。

ご卒業おめでとうございます‼
卒業生の皆さんへ
りくぜんたかた制服バンクからお願いです
☑おさがりであげる予定がない
☑後輩たちの助けになれたら

不要になった制服募集中！
制服バンクのしくみで「ゆずりたい」と
「ゆずってほしい」をつなぎます！
▶回収ポスト設置中‼

制服バンクのしくみ

設置場所：市役所、陸前高田ア
ムウェイハウスまちの縁側、陸
前高田市コミュニティホール

ゆずりたい方
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ず
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① くらし応援窓口または市内回収ポストへお持込み下さい。
② 検品・管理し、必要とする方へ無料で譲渡します。
※ 一度お預かりしたものは、返品しかねますのでご了承下さい。

制服が不要に
なったご家庭

くらし
応援窓口

・中学校を卒業して
制服を着なくなった。
・成長でサイズが合
わなくなった。

（社協） 譲 渡
寄付

対象品目
市内中学校指定の
制服・体操着・カバン
制服（上・下）・ネクタイ
シャツ（半・長袖）・リボン
ジャージ（上・下）・カバン
Ｔシャツ・半ズボン・ベスト

相談

お困りごとを
抱えるご家庭
ex 生活困窮者世帯、母
子・父子世帯、生活保護
受給者世帯、その他家庭
の都合により制服の購入
が困難な世帯

ゆずってほしい方

ゆ
ず
っ
て
ほ
し
い

① くらし応援窓口までご連絡ください。学校名、品目、サイズ等をお伺い
します。
② 試着のため保護者同伴にて、くらし応援窓口（社会福祉協議会）へお越
し下さい。
③ 試着・簡単な面談後、制服をお渡しします。
※ 個室・試着室をご用意しておりますので、安心してお越しいただけます。
※ 在庫の状況により、ご希望に添えない場合もございます。

陸前高田アムウェイハウスまちの縁側

「くらし応援窓口」からお知らせ
いつも、陸前高田アムウェイハウスまちの縁側「くらし応援窓口」をご利用いただきありがとうご
ざいます。
陸前高田市社会福祉協議会では、昨年の保健福祉総合センターへの移転を受け、令和4年度より、

くらし応援窓口を本会事務所へ集約させていただくことと致しました。
陸前高田アムウェイハウスまちの縁側では、引き
続き、福祉の情報発信やフードポスト、制服バンク
回収ポストの設置を行ってまいります。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

公式LINEアカウント開設しました‼
陸前高田市社会福祉協議会では、「皆さんの生活のお困りごとを解決するための助けになりたい」
との思いで、くらし応援窓口のLINE公式アカウントを開設いたしました。
コロナ禍でより相談を身近に感じてもらいながら、くらしに関わる制度や事業の情報発信を行い、
地域の皆さんと「何かあっても安心な地域づくり」を目指していきます。是非、ご活用ください。
LINEの「友だち追加」から「QRコード」
または「ID検索」で登録してください。

QRコード

友だち募集中

← 公式LINE
アカウント
運用方針は
こちらから

ID：462eufar
◆お届けします
☑くらし応援窓口の情報
☑フードドライブ・パントリー（食料配付会）の開催情報
☑生活福祉資金貸付事業の情報
☑制服バンクの在庫状況
☑その他関連する制度・事業の情報

◆できること
☑チャットでの困りごと相談対応 ☑制服バンクの利用申込
☑生活福祉資金貸付事業の相談
☑フードパントリーへの申込
☑フードドライブ・パントリーへの協力、サポーター登録申込
※相談時の留意点等は、運用方針をご確認ください。

⇒目的に合わせ、トーク画面でキーワードを送信すると、案内が自動送信されます！
目 的

キーワード

制服バンクを利用したい

「制服バンク申込」

フードパントリー「おたがいさまプロジェクト」を利用したい

「フードパントリー」

おたがいさまプロジェクトサポーターへの登録

「サポーター登録」

※令和3年度のフードパントリーの受付は終了いたしました。サポーター登録は受け付けております。

【問い合わせ】『くらし応援窓口』 電話 ：54-5150/5151 担当：脇坂、松本、小山

あんしんねっと

「日常生活自立支援事業」 のご案内
あんしんねっと「日常生活自立支援事業」は、日常生活の中で自分ひとりでは判断をす
ることに不安がある方やお金の管理に困っている方などを対象としています。皆さんの権利を守り、
地域で安心して生活が送れるようお手伝い（支援）いたします。

どんなサービスを受けられるの？
〇 福祉サービスの利用支援
⇒ 利用に関する情報提供、申込手続きや
利用料の支払い など。

〇 日常的な金銭管理サービス
⇒ 年金、福祉手当の受領に必要な手続き。
⇒ 税金、社会保険料、公共料金や医療費
などの支払い手続き。
⇒ 預貯金の出し入れ等の手続き など。

〇 書類等預かりサービス
⇒ 大切な印鑑や証書などの管理。

サービスの利用に費用はかかるの？
支援にかかる費用は、１回１時間あたり
おおむね1,300円です。

サービスの利用手続きはどうすればいいの？
詳しい内容については、下記の窓口まで
お問い合わせください。
【問い合わせ】『くらし応援窓口』
電話：54-5150/5151 担当：黄川田

ボランティア活動紹介
～ボランティアグループたんぽぽ～
活動内容
ひかみの園の利用者との交流を目的に、季節のイベン
トに合わせて活動を行っています。企画内容は、利用者
の皆さんが楽しめるように、ちぎり絵・折り紙・リース
作りなどの手仕事を中心に季節や行事ごとに考えて実施
しています。
今年度はコロナの影響で活動が出来ないことが多かっ
たですが、１０月にハロウィン、１２月にクリスマスの
作品を皆さんで作りました。

活動の様子

活動場所：ひかみの園
活 動 日 ：季節のイベントに合わせて活動
連 絡 先 ：090-7079-3070（大和田）

ボランティアグループたんぽぽより一言
利用者の皆さんが来るのを待っていてくれ
ているのが嬉しく、無理せず活動を続けてき
ました。ボランティアグループたんぽぽの活
動としては３０年以上となり、ボランティア
と言うと「凄いね」と言われることも多いが、
活動の中で得ることは多く、逆に刺激を貰う
ことも多いです。
踏みつけられても立ち上がってくる“たん
ぽぽ”のように、これからも活動を続けてい
きます。

雪かきボランティア活動報告

たんぽぽの皆さんにお話を伺い、改めて
ボランティア活動を楽しんで行うことが大
事なのだと感じました。
ボランティアセンターでも、市民の皆さ
んが楽しんでボランティア活動を行えるよ
うに取り組みを進めていきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

令和４年度分受付中！

ボランティア活動保険
加入手続きをお忘れなく！
ボランティア活動保険は、ボランティア活動中
のさまざまな事故や、損害賠償責任を補償する保
険です。
保険料（１名あたり）
基本プラン
天災・地震補償プラン
特定感染症重点プラン

今年の雪は例年以上で、特に山間部は、玄関先が
雪で埋まってしまうほどの積雪でした。
「自分達だけでは、雪かきが大変なので手伝って
ほしい」と高齢者世帯よりボランティアセンターに
相談があり、２日間で延べ８名のボランティアの皆
さんにご協力いただき、活動を行ってまいりました。
ボランティアセンターでは、生活する上での困り
ごと等について可能な範囲でお手伝いさせていただ
きます。お気軽にご相談ください！
お手伝いいただけるボランティアの皆さんも随時
募集中ですので、ご連絡ください！

３５０円
５００円
５５０円（新設）

補償期間は翌年３月３１日までです。新年度の
４月１日から活動するためには、３月中に社会福
祉協議会にて手続きを済ませる必要があります。
また、新設された特定感染諸重点プランは、特
定感染症も、加入日から補償されるプランとなっ
ております。
詳しい内容は、社会福祉協議会ホームページま
たは「ふくしの保険」ホームページに掲載されて
いるボランティア活動保険のパンフレットをご覧
ください。

【問い合わせ】 陸前高田市ボランティアセンター 電話：54-5150／5151 担当：松本（崇）

ふれあい教室

「たんぽぽの日」
お知らせ
４月１３日（水）
４月２０日（水）
４月２７日（水）

子育て真っ最中のお母さんやおうちの方々、ご家庭から
一歩外に出て、お子さんや、お孫さんと一緒に楽しい時間
を過ごしませんか？

４月の予定

※なお、新型コロナウイルス感染状況により、
中止となる可能性もありますので、予めご了承
ください。

【活動場所】保健福祉総合センター内
ふれあい教室
【時
間 】１０：００～１０：４５
【対 象 児 】生後６ヶ月 ～ 未就学
【内
容】
プログラムにそって、音楽あそびや運動
あそびを一緒に楽しみましょう(^^)

★予約制となっております。
希望の方は当日までにお電話でご予約
下さい。詳細をご説明いたします。

【問い合わせ】
ふれあい教室

１２月～１月生まれの赤ちゃん
（ご家族)をご紹介

ささき ゆずき

佐々木 結稀くん
（竹駒町）

ながやま しゅう

永山 舟くん
（高田町）

電話：090-9745-5182（直通）、54-5150/5151
｢こんにちは赤ちゃん訪問｣は、お祝いをするとともに、
子育ての不安や悩みをお聞きし、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、地域の身近な相談役である
民生委員・児童委員さんが、赤ちゃんの生まれたお宅を
訪問しています。

すずき さんた

すがわら ゆずき

ささき

佐々木 なずなちゃん
（矢作町）

鈴木 三太くん
（高田町）

菅原 柚暉くん
（気仙町）

すずき これみち

鈴木 是道くん
（広田町）

いずみだ しゅうと

泉田 秀音くん
（横田町）

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。

下矢作地区の
取り組み紹介

下矢作地区では、地域の現状を踏まえた話し合いを進め
ていくうえで、会議に参加できない方々の声も反映させる
ため、全世帯向けにアンケート調査を実施しました。
令和3年9月にアンケートの配布と実施、10月の集計作
業を経て、令和4年1月14日（金）下矢作地区第2回支え隊
会議が開催され、アンケート結果の共有を行いました。

アンケートでは、「現在の生活で何に困っているか」・「あった
らいい支援」・「地域の困りごとでお手伝いできそうなこと」等の
質問項目が用意されました。
今後、支え隊会議にて下矢作地区の課題やそれら課題について、
地区内でどのように助け合っていくか等の意見や情報が多く寄せら
れました。
下矢作地区のみなさま
アンケートへのご協力ありがとうございました。
【問い合わせ】 社会福祉協議会 電話：54-5150／5151 担当：和泉

通所介護事業所 「しおさいの家」
～ ひなまつり ～
≪ ひなまつり見学 ≫

≪ ひなまつり会 ≫

広田地区コミュニティセンターに展示されている
3月３日（木）・４日（金）には、手作りひなま
雛飾りの見学に行ってきました。
つり会を行いました。利用者の皆さんにもひなまつ
ひな壇飾りのほか町民の方々が作られたという
り気分を味わっていただくべく、職員が腕を振るっ
「吊るし雛」や「ひな人形」など部屋中に展示され た「ちらし寿司」などの特別メニューを皆さんでい
た数多くの作品を感心しながら鑑賞されておりまし ただいて過ごしました。
た。
【問い合わせ】 通所介護事業所 「しおさいの家」 電話：47-4316 担当：佐々木

【お詫びと訂正】
「りくぜんたかた社協だより2月号（No.131）」に掲載いたしました、赤い羽根共同募金および歳末
たすけあい運動実績報告の法人募金企業名に誤りがありましたので、下記の通り訂正させていただきます。
謹んでお詫び申し上げます。
【誤】 ㈱昻生工業
→
【正】 ㈱昴生工業
令和３年度３月号 りくぜんたかた社協だより (２０２２年３月１６日発行)
【 編集／発行 】
社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会
〒０２９－２２０５ 岩手県陸前高田市高田町字太田５１１番地
（陸前高田市保健福祉総合センター内）

◆ 電 話 番 号
◆ Ｆ Ａ Ｘ
◆ ホームページ
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