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　町内 3ヶ所の仮設住宅（浦の浜仮設、町民グ
ラウンド仮設、大浦漁村センター仮設）に、赤
い羽根共同募金助成事業を活用して小屋を建て
ています。
　仮設住宅で生活する高齢男性達から、「お茶会
に参加しても楽しめない」、「部屋から出るのが
億劫だ」、「友達が訪ねてきても狭い部屋では家
族も居てゆっくり話が出来ない」、「見ず知らず
の人が仮設をうろついて不安」等々の声が寄せ
られていました。これらの声に対して、高齢男
性達が「自らの力で解決する」ための場所を「自
らの手でつくる」をモットーに、全国の企業や
団体、個人へ小屋作成の募金を呼びかけました。
そして賛同を得られた方々から寄せられた募金
によって材料を購入し、また材料の刻み作業は、
同じく仮設住宅で生活している地元の大工さん
にお願いをするといった具合に、全部を高齢男
性達だけで取り組んだ小屋づくりがスタートし
ました。
　高齢男性達が自らの手で一から作り上げた小
屋は、近々落成式を行う地区もあります。
　この助成事業を通じて、高齢男性達が「自分
たちの問題は自分たちで解決する」という自信
を得られた事、高齢男性同士のコミュニケーシ
ョンの促進、仮設住宅の部屋から出る機会が増
える事による心身の健康維持、住民目線による
防犯効果が期待出来ます。

　平成 26年度社会福祉協議会会費の納入について、町民
の皆様にご理解とご協力を賜り、心より厚くお礼申し上
げます。
　皆様よりご協力いただいた会費は、町の地域福祉推進の
ため、各種事業へ有効に活用させていただきますので、今
後ともご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。
　また、会費とりまとめにご協力いただきました行政区
長の皆様に深く感謝申し上げます。

ご協力ありがとうございました

山田町社会福祉協議会一般会費の納入の報告
豊間根 地区 962,000 円

※平成 26年 8月 29 日現在

大　沢 地区 497,000 円

山　田 地区 1,440,000 円

織　笠 地区 803,500 円

船　越 地区 1,248,000 円

総　額 4,950,500 円

（浦の浜仮設の制作過程）

（町民グラウンド仮設の制作過程）

　10月１日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
　「赤い羽根共同募金運動」が 10月１日から、「歳末たすけあい募金運動」が 12月１日から始まります。
　町民の皆様のご理解ご協力をお願いします。

赤い羽根共同募金運動に
� ご協力願います！

町に愛を。胸に羽根を。

　東日本大震災により中断しておりました赤い羽根共同募金（戸別募金）を昨年度より実施しております。
　今年度も町民全世帯へおおむね 1,000 円（赤い羽根共同募金 700 円、歳末たすけあい募金 300 円）をお願いし
たいと考えております。（決して強制ではありません）行政区長さんが各世帯を訪問
いたします。

 今年度の目標額は 4,810,000円です

　共同募金の寄付金は、社会課題を解決するための活動や、さまざまな地域課題の
解決に向け取り組む団体の活動など、誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、
寄せられた地域内で役立てられています。

ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

どんな募金方法があるの？�

今年度集められた募金はどのように使われるの？�
　集まった募金の 70％は、いただいた地域で使われます。残りの 30％は、市町村を超えた広域的な課題を解決するた
めの活動に、都道府県の範囲内で使われます。
　山田町では…「お座敷ひろば」「喜寿を祝う会」「社会福祉大会」「サマーチャレンジやまだ」などに使われています。

※その他、「法人募金」「自販機募金」「ネット募金」などがあります。

赤い羽根
共同募金

10月1日▶12月31日

行政区長さんの協力を得て各
世帯に募金のご協力をお願い
しています。

戸別募金

福祉教育の一環として、子供
達が福祉を学ぶために実施し
ている募金です。

学校募金

町内の団体の方々に協力いた
だき、街頭で募金の呼掛けを
します。

街頭募金

会社や官公庁など、職場の社
員・職員に呼びかけて協力を
いただきます。

職域募金

町内の店舗等に設置していた
だいた募金箱を通じて募金い
ただけます。

店頭募金

町内のチャリティ募金など、
各種イベントによる募金で
す。

イベント募金

オレ達自慢の基地を作り
たい！ 赤い羽根共同募金 3・11

いわて沿岸地域応援募金助成事業

〜住民自らつくるいこいのスペース〜
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サマーチャレンジやまだ2014
　震災後減少していく子供の遊び場を提供するため24年
度から開催しております。今年度は町内ボランティアの
皆様に講師になっていただき、6教室（1教室延期）の
プログラムを開催することができました。また、山田高
校の生徒の皆様にもボランティアとしてお手伝いいただ
きました。

サマーチャレンジとは？

7/29（火）料理教室
一から作るわかめラーメン！
生地をこね、みんなで踏み、
コシのあるラーメンができま
した。

7/30（水）料理教室
大好評につき二日間開催さ
れた料理教室！
みんなで協力し合って、笑
顔の絶えない教室になりま
した！

7/31（木）
工作教室　午前・午後
昨年に引き続き開催されました！
工作教室！今年も多くの子供達が参
加してくれ、みんなに世界に一つだ
けの陶芸が完成しました！

8/4（月）
ボランティア体験教室
町内のモノづくりが得意なお母さ
んたちに、リース作りを教えても
らいました！
子供たちはお礼に肩もみをしてあ
げ、また遊びに行きたいと言って
くれました！

8/4（月）オシャレ教室
町内の美容師の皆様、ネイリス
トの方々にご協力頂き、山田町
にたくさんの可愛いモデルが誕
生しました！

8/8（金）探検教室
山田町の山奥から外海まで、見たこ
とのない場所へ行ってきました！
多久里の滝や漉磯海岸を見たときに
は、驚きの声が上がっていました！
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大健闘！障がい者スポーツ大会

宮城路にて向上を図る みんなで紙芝居やゲームを楽しむ

功労者を表彰！老人大会

バルーンアートで親睦深める

福祉団体活動紹介 山田町社会福祉協議会では、福祉団体の事務運営を行っています。

　７月 17日（木）、山田町中央公民館大ホールにて平成
26 年度「山田町老人大会」が開催されました。式典で
は、これまでの老人クラブ活動の功績をたたえ、老人ク
ラブ育成功労者 29 名、社会福祉功労者２名、老人福祉
功労者１団体が表彰されました。また、演芸大会では、
歌に踊りにと盛り上がりました。

　６月７（土）、第 16回岩手県身体障がい者スポーツ大
会が盛岡市の県営運動公園陸上競技場など三会場で開か
れました。山田町からは、水泳・卓球・フライングディ
スクに出場、水泳平泳ぎで１位、フライングディスクで
は２位、３位と健闘しました。当日は曇り空の下、スポ
ーツを通じて交流を深める事ができました。

　６月 13 日（金）山田町中央コミュニティセンターにて
「健康遊び普及事業」が開催されました。
　午前の部は講師先生の指導のもと、リズムに合わせて日ご
ろの運動不足を解消するように軽体操で汗をながしました。
　午後の部は、色とりどりの風船を使った「バルーンアート」
を習いました。参加者の皆さんは、大きな声で笑いながら楽
しいひと時を過ごしていました。

　７月 28 日～ 29 日、宮城県秋保温泉郷へ視察研修を
行いました。地域福祉の中核的役割を果たす民生児童委
員の事業推進と委員相互の交流を図る事を目的に年に１
回開催しております。
　今年度は天候にも恵まれ、炎天下ではありましたが質
の向上と交流を深める事が出来ました。

　７月 11 日（金）山田中央公民館小ホールにて「手を
つなぐ親の会親子お楽しみ会」が開催されました。参加
者ははまなす学園、グループホーム希望から総勢 90名。
ニュースポーツや懐かしい紙芝居、音楽を聴いたりして
親睦を深めました。

身体障害者協議会  

母子寡婦福祉協議会  

老人クラブ連合会  

手をつなぐ親の会  民生児童委員協議会  

　町内在住で 65 歳以上の介護保険のサービスを利用してない方々が、
集まって！笑って！楽しい時間をすごしましょう！という地域交流を目
的としたサロンです。

山田社協「いきがいデイサロン」

山田町社会福祉協議会では、様々な地域福祉事業に取り組んでいます。その一部を紹介します。

　７月からスタートした新事業「いきがいデイサロン」9月から午前、午後と開催することになりました。笑うと免疫
力が高まるって知っていますか？デイサロンのイケメンがお腹が痛くなるほど笑わせます。ご近所の方やお友達を誘っ
てぜひ一度いらして下さい。職員一同お待ちしております。
� ※お電話でのお申し込みが必要です。下記までお申込み下さい。

いきがいデイサロンのお申込みは…。

　ほっとサポートセンター山田
　【電話】0193-81-1222　080-5743-6726　【受付時間】午前 9 時～午後 4 時まで

・対象者……65歳以上の介護保険を利用していない方
	 自立歩行が可能な心身障害者
	 地域交流を目的とする方
・参加費……無料
・開催時間…午前 9：30～ 11：30　午後 13：30～ 15：30
・送迎あり。

事 紹業 介

お出迎え！
今日の日程説明します。

お茶っこ飲んで歌に体操

軽スポーツもありますよ！

お見送り！

デイサロン週予定
午前 午後

月 山田 織笠

火 豊間根 大沢

水 船越 山田

木 大沢 豊間根

金 織笠 船越

さあ！ かあさん
まげねーぞ！

あ～
おもっさがった。
まだくっぺす

ようこそ
おでんした～。
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善意のご寄付ありがとうございました
� 会長　横��田���隆��男
　基金の果実による資金は、山田町民全体の地域福祉増進
のため、有効に活用させます。平成 26 年４月１日から平
成 26 年８月５日まで、次の方々から福祉基金として、ご
寄付をいただきました。

○	個人・団体からの寄付金　　○	香典返しやお祝い
○	催し物による収益金　等

❖	山　﨑　丈　夫		様	 12,441 円
❖	山田民謡伝承会		様	 50,000 円
❖	匿　　　　　名		様	 5,000 円
❖	川　端　隆　典		様	 20,000 円

山田町社会福祉協議会�お問合せ一覧

▲

社協全般に関することなら…総務課
　・事務局　82−3841
　　　　　　090−3123−6208（携帯）

▲

介護保険に関することなら…介護保険課
　・ケアマネージャー　82−5687
　・ヘルパー・入浴車　82−4000
� 山田町保健・老人福祉センター内
� （住所：山田町八幡町 3−20）

▲

地域福祉に関することなら…地域福祉課
　・生活支援相談員　　　77−3260

▲

ボランティアに関することなら………
　・復興支え愛センター　77−3262
� 山田町社協生活支援センター（旧山田病院 3階）
� （住所：山田町八幡町 12−9）

平成 26 年度 累計額 87,441 円

福  祉  基  金

〒028-1341　岩手県下閉伊郡山田町八幡町 3番 20号　山田町保健･老人福祉センター内
TEL：0193-82-3841　　FAX：0193-82-5670
E-mail：y-shakyo@echna.ne.jp　　ホームページ　http://www.yamada-shakyo.or.jp/

［企画・発行］ 社会福祉法人��山田町社会福祉協議会　　［印刷］株式会社��東海印刷所
※�広報誌は、共同募金配分金の一部をあてて発行しています。

釜石市鵜住居町第３地割48-２
日建リース工業内企業団地Ｂ棟-1

陸前高田市高田町字鳴石15-1 区画1 0192-55-5340

0193-28-3801 0193-28-3821

ありがとうございました

寄 付 金

　平成 26 年７月４日（金）「今こそ地域力～自助・共助のまちづ
くりをめざして～」をテーマに山田町中央公民館小ホールにおい
て「第 16回山田町社会福祉大会」が開催されました。
　記念講演では（株）JAシンセラサンフレッシュ都南店直売部部
長、川村成志様を講師に迎え「食から元気を出す力」と題して会
場内を笑いで包むお話をしていただきました。

これからの地域福祉を考える


