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今月の表紙
介護予防教室いきいきライフ
市内見学バスツアー
（市役所議場見学時の様子）
令和３年７月２９日

詳細は、５ページに
掲載しております。
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。

「たかたのゆめちゃんピンバッチ」を作製しました！

×
今年も10月1日（金）より、全国一斉に赤い羽根共同募金運
動が展開されます。
これまでも市民の皆さまには、戸別募金、職場での募金等、
さまざまな形で共同募金にご協力をいただき感謝申し上げます。
さて陸前高田市共同募金委員会では、運動に先立ち、当市の
マスコットキャラクター「たかたのゆめちゃん」とコラボし、
赤い羽根限定「たかたのゆめちゃんピンバッチ」を作製いたし
ました。
バッチ１個の協力金(500円)は、全額赤い羽根共同募金とし
て寄付され「じぶんのまちを良くするしくみ」として、地域福
祉のために役立てられます。
市民の皆さまの共同募金へのご協力、よろしくお願いいたし
ます。
【問い合わせ】
陸前高田市共同募金委員会
電話：0192-54-5150/5151 担当：小山

５月・６月生まれの赤ちゃん
（ご家族)をご紹介

もちづき さくら

望月 咲良ちゃん
（高田町）

こづち

ひなみ

小鎚 陽心ちゃん
（気仙町）

「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ています。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。

やなした

おざわ

小澤

こころちゃん
（高田町）

いずみた

な お

泉田 夏緒ちゃん
（横田町）

かなと

柳下 叶翔くん
（米崎町）

きくち りゅうしん

菊地 琉心くん
（小友町）

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。

制服バンクとは？

ご自宅に着なくなった制服ありませんか⁇

お子さんの進学や成長による買い替え
で、着なくなった制服をお預かりし、新
たに制服を必要とするお子さんへ引き継
いでい く活 動です 。く らし 応援窓 口で
は、子育て世代の経済的負担軽減と地域
の資源循環を目指し、子どもたちの物を
大切にする気持ちや、次の世代に引き継
いでいく温かなつながりを感じる機会に
なってほしいと考えています。

りくぜんたかた
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ゆずってほしい

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 くらし応援窓口にて検品・管理し、必要とする方へ無料で
提供します。
※ 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。
※ 回収ポストは市内へ順次設置予定。設置にご協力いただける
事業所様を随時募集しております！

対象品目

① まずは、くらし応援窓口までお問い合わせください。学校名、
必要な品目、サイズ等をお伺いします。
② 試着のため保護者同伴にて、くらし応援窓口へお越し下さい。
③ 試着後、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。

問い合わせ

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

『くらし応援窓口』 担当：脇坂
陸前高田市高田町字東和野11（保健福祉総合センター内）
陸前高田市高田町字館の沖111 ※まちの縁側は１０：００～
（陸前高田アムウェイハウス「まちの縁側」内）

１６：００の受付となります。

受付 月～金曜日（土日祝日休み）8：30～17：15
TEL 0192-54-5150/5151

あたたかいご支援ありがとうございます
明治安田生命
大船渡営業所様

ＪＡおおふなと様
給食が止まる夏休み期間。
お子さんがいる世帯に対
する食料支援の一環とし
て、お米のセットをご寄
付いただきました。いた
だいたお米は、本会を通
じて、市内の対象世帯へ
お届けいたします。

職員のみなさんが持ち寄
り集めた食料品をご寄付
いただきました。食料品
はフードバンク岩手様と
連携し、県内の食料支援
を必要としている困窮世
帯の支援に活用されます。
(左：明治安田生命 大船渡営業所 所長様から
右：陸前高田市社会福祉協議会 常務理事へ)
‣ 廃棄にかかる経費削減に
‣ 社会貢献の一環として
‣ 食品ロスをなくすために

企業様等からの寄付も大募集！

問い合わせ
電話：54-5150/5151
担当：脇坂

(左：JAおおふなと 代表理事組合長 様から
右：陸前高田市社会福祉協議会 会長へ)

社会福祉協議会では地元の企業
様と連携し、SDGｓに掲げる目標
の達成に向けて取り組みます。

マイヤ高田店では、「優先レジ」を
１台設けて対応

ボランティア活動紹介
高齢者がゆったりとお買い物ができる

スローショッピング

が始まりました！
買い物に不安のある高齢者の皆さんに見守りボランティ
アが付き添い、品物選びのお手伝いや焦らず会計が出来る
ようサポートする「スローショッピング」が、7月29日
（木）にスタートしました！
初日は、高齢者の方6名、ボランティアの方6名が参加
し、アバッセたかた内の各店舗で買い物を楽しみました。
最初は、硬い表情だった高齢者の皆さんもボランティア
の方々と一緒に買い物を楽しむことにより、帰りには「来
てよかった、また来たい」とニコニコ笑顔で話されており
ました。
それぞれ買い物したものを紹介しあう場面では、洋服を
合わせてみるなど、皆さん本当に楽しまれていた様子でし
た。

毎週木曜日
13:00～15:00
アバッセの
パブリックスペースで
お待ちしております！
【問い合わせ】
陸前高田市社会福祉協議会 ボランティアセンター
電話：５４-５１５０／５１５１ 担当：松本（崇）

ボランティアセンターでは、このようなボランティア活
動をサポートしておりますので、「ボランティアをやって
みたい」「こんなことならお手伝いが出来る」という方が
いらっしゃいましたら、まずはボランティアセンターにご
相談ください！

生出地区の
取り組み紹介
生出地区では、昨年度より高齢者の移動をテー
マに話し合いを進めてきました。

令和３年度金婚祝賀会
中止について
今年も、広報誌や民生委員の皆さんにご協力

今年度１回目の地域支え合い会議では、10月
に昨年度も好評であった「バス乗車体験会」、乗
車体験会でも活用できるようにと７月に「バス
カードの勉強会」を実施することとなりました。

いただき、対象者調査を実施したところ、８６

7月16日に行われた「バスカードの勉強会」
では、県交通の方を講師に迎え、バスカードの利
用方法等について勉強しました。その後、実際に
バスカードに触れる場面や質疑応答があり、参加
者から多くの質問や意見が出されました。

感染拡大防止のため、今年度の金婚祝賀会は

組の金婚対象組が確認できました。
しかし、全国で流行しているコロナウイルス

中止とさせていただくことに決定いたしまし
た。
今年度の対象者の方々には、違う形で金婚を
慶祝したいと考えておりますので、別途ご連絡
させていただきます。ご理解のほど、よろしく
お願いいたします。

【問い合わせ】
陸前高田市社会福祉協議会
電話 ５４-５１５０／５１５１

【問い合わせ】
陸前高田市社会福祉協議会
電話：５４-５１５０/５４-５１５１
担当：山本
担当：松本（聖）・和泉

令和３年度

ＮＯＳＳを
踊ろう♪

介護予防教室 いきいきライフ

生出地区を皮切りに「いきいきライフ」が、
７月１５日（木）、７月２９日（木）に開催
「ＮＯＳＳ」とは、日本・おどり・
されました。
スポーツ・サイエンスの略で、日本
今年度の「いきいきライフ」は5月に完成し
舞踊の動きをサイエンス化し、スト
た市役所をはじめ、市内の様々な施設をバスで
レッチ運動を行うことで、運動不足
巡る「見学ツアー」です。
を解消させるエクササイズです。是
参加者の皆さんからは、「1人だと見られない市役所議場やアム 非この機会にＮＯＳＳを踊ってみま
ウェイハウスが見学出来て良かった。」「高台からの眺めが良かった。 せんか？
楽しかった。また、来年も参加したい。」という声が聞かれました。
皆さんも市役所7階展望台や、気仙町のベルトコンベア跡地からの 【日 時】
眺望を堪能してみませんか？
令和3年9月１２日（日）
16：00～17：00
（受付 15：45～）
【場 所】
陸前高田市市民文化会館 中庭
（雨天の場合、
同 陸前高田市市民文化会館大練習室）

【講 師】
日本舞踊西川流
家元補佐 西川陽子 先生

ＴＳＵＮＡＭＩ
ヴァイオリン

新型コロナウイルス感染症対策
も実施
【問い合わせ】
陸前高田市社会福祉協議会
電話：080-5734-8675

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、このたびの大
雨災害により被災された方々を支援するための義
援金を受付けております。
寄せられた義援金は、被災された県に設置され
る「義援金配分委員会」において配分が決定され、
被災者へ配分される予定です。
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
令和３年7月
大雨災害静岡県義援金
令和3年7月
島根県大雨災害義援金
令和3年7月
豪雨災害義援金

募集期間
～令和3年10月29日

～令和3年 9月30日

担当：金野

【主 催】
がんばっぺし陸前高田
（名古屋市㈱アンプリライブ内）

令和３年度
陸前高田市社会福祉協議会
特別会費のお願い
昨年度も多くの事業所の皆様から、
特別会費のご協力をいただき、本会が
行う地域福祉事業へ活用させていただ
きました。
誠にありがとうございました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対
策に努める中とは存じますが、今年度
もご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。

受付期間は、８月から９月末日まで
となっております。
～令和3年 9月30日

【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：54-5150/5151
担当：小山

【問い合わせ】
陸前高田市社会福祉協議会
電話：５４-５１５０/５４-５１５１
担当：藤田（智）

【お詫びと訂正】
この度、「りくぜんたかた社協だより７月号(No.124）」の2ページ「新役員、新評議員のご紹介」の記事におい
て、誤りがありました。
ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、改めてご紹介させていただきます。

陸前高田市社会福祉協議会 役員
任期：令和３年６月２５日～令和４年度に関わる定期評議員会終結の時まで

陸前高田市社会福祉協議会 評議員
任期：令和３年６月２５日～令和６年度に関わる定期評議員会終結の時まで

「りくぜんたかた社協だより７月号（No.124）」に掲載いたしました新役員紹介に菅野稔理事の記入漏れ
があり、菅野悦雄評議員については再任を新任とし、千葉昭郎評議員の紹介では所属の燦々会を燦燦会と
するなどの基本的な事項に誤りがありました。
社協だよりは、陸前高田市社会福祉協議会にとりまして最重要の情報発信手段であり、極めて重要なも
のと自覚しております。
今後、このようなことのないよう広報にかかる業務を根本的に見直すなど再発防止に努めるとともに、
菅野稔理事、菅野悦雄評議員並びに千葉昭郎評議員及び関係者に多大なるご迷惑をおかけしましたことを
心よりお詫び申し上げます。
社協だよりが、皆様により身近な親しみの持てる信頼できる広報となるよう努めてまいりますので、今
後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
重ねて、菅野稔理事、菅野悦雄評議員並びに千葉昭郎評議員及び関係者に多大なるご迷惑をおかけしま
したことを心よりお詫び申し上げます。
陸前高田市社会福祉協議会 事務局長 佐藤尚子
令和３年度８月号 りくぜんたかた社協だより (２０２１年８月１８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東和野１１番地
（陸前高田市保健福祉総合センター内）

◆ 電 話 番 号 ０１９２－５４－５１５０/５１５１
◆ Ｆ Ａ Ｘ
０１９２－５４－４７７５
◆ ホームページ http://www.rikutakashakyo.jp/

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。

