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地域で支え合うために！



山田町社会福祉協議会
新事務所に移転しました！

社屋外観

玄関

玄関を入ると受付窓口がございます。
平屋建てで、中には事務室・相談室・会議室等がございます。

会議室

事務室相談室

社協の看板前にはベンチ
が設置してあります。歩
き疲れた際など休憩場所
としてお使いください。

この部屋で様々な会議を行っています。

ベンチとテーブルが置いてあり、
座って会話を楽しむことができます。

事務室内には総務課、地域福祉課、在宅福祉課がございます。
相談室もこの中にあり、社協へ相談にいらした場合はこちらで伺います。

　平成 28 年 12 月 20 日（火）に事務所の引っ越しを行い、平成 29 年１月
28日（土）に新事務所の竣工式を行いました。事務所が集約されたことで、職
員の連携をより深め、地域福祉の充実に一層力を入れて行きたいと思います。
町民の皆さまには変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
� 山田町社会福祉協議会　職員一同

社協外休憩所

玄関ホール

　全国一斉「第70回赤い羽根共同募金運動」及び「（山田町）地域歳末たすけあい募金運動」は町民の皆様
のご協力をいただき、次のとおりとなりました。また、ご協力いただいた募金は審査委員会における審査、
決定により助成・配分を行いましたことをご報告致します。

ありがとうございました
運動結果並びに助成・配分のご報告

平成 28年度赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金運動

❖赤い羽根共同募金（一般募金）
　◦戸  別  募  金 3,236,555 円
　◦街  頭  募  金 62,874 円
　◦法  人  募  金 38,927 円
　◦学  校  募  金 42,229 円
　◦その他 2,089 円

　　　　　合　計 3,382,674 円

　◦福祉団体友愛訪問活動 150,000 円

　◦在宅高齢者等配分　町内130世帯 650,000 円

平成28 年度  募 金 額

助成・配分実績

計478万1741円
❖地域歳末たすけあい募金
　◦戸  別  募  金 1,387,095 円
　◦法  人  募  金 11,972 円

　　　　　合　計 1,399,067 円

※�一部の募金は、岩手県共同募金会を通じて地
域福祉活動事業などに配分されるとともに、災
害発生時における災害ボランティアセンター
の設置・運営など被災者支援にも充てられます。

【事務局】山田町共同募金委員会　電話 82-3841（代）

10月 1日▶12 月31日

　高齢者や障がいを持った方が地域で安心して生
活が送れるよう福祉サービスの利用手続きの援助
や代行、それに伴う日常的な金銭管理を行う事業
です。具体的なサービス内容は次の３つです。
　①福祉サービスの利用援助
　②日常的金銭管理サービス
　③書類等預りサービス
※�ご利用にあたっては、ご本人と社会福祉協議会が対
等な立場で契約をすることが前提で、ご本人にこの
サービスを受ける意思があり、なおかつ契約内容を
ある程度理解できることが必要です。

【お問合先】
　宮古地域福祉権利擁護センター
　（宮古市社会福祉協議会内　TEL 0193-64-5052）
　山田町社会福祉協議会　TEL 82-3841

　就職、住まい、家計等様々な理由で生活にお困
りの方へ、困りごとの解決に向けた計画を専門職
員が一緒に考えます。必要な制度や資源につなげ
る他、その方が暮らす地域に合った支援を継続し
て行っていきます。お悩みの方はまずご相談下さ
い。困窮理由が金銭に起因すると判断される場合
には、併せて生活福祉資金制度の利用も検討致し
ます。

【お問合先】
　①くらしネットみやこ相談室
　　TEL 0193-65-7046
　②山田町社会福祉協議会　TEL 82-3841

日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業

〒028-1321 下閉伊郡山田町山田第15地割 82番地 2
TEL 0193-82-3841（代表）　FAX 0193-82-5670
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介護予防自主活動団体 のご紹介！
今回も町内で「介護予防自主活動」を行っている団体を紹介します。枠内は会員さんのコメントです。

団体名  ひまわり会（大浦地区）

活動日 　月１回　第 2火曜日
活動場所 　大浦漁村センター　　 会員数 　34名
　「笑顔はたくさん、来れば楽しく帰っていく。」をモットーに活動しています。
世代間の交流も大事にしたいと考えており保育園の運動会にも参加してきまし
た。活動をして笑顔でいると若返ってくる事を実感します。普段から外で顔を合わせれば声を掛けあい誘
い合っています。地域ぐるみで交流の輪を広げていきたいと考えています。

団体名  水仙の会（大沢地区）

活動日 　月 1回　第３月曜日
活動場所 　ヘルパーはうす交流スペース　　 会員数 　11名
　介護予防体操やレクリエーションを中心に計画を立て、同じ敷地にあるグ
ループホームの利用者も参加する事があります。たとえ上手く出来なくても声
を掛けあい取り組んでいます。交流する事でお互いに刺激にもなり、何かの時にはお互いに支え合う、住
みよい地域づくりの一助になればとも考えています。
　取り組む内容も皆で考え、皆で会を作り上げる意識を持って教えたり教えられたりしながら楽しく活動
しています。介護予防は高齢者だけでなく、介護する家族の目線からの介護予防も含まれていると考えて
います。会の取り組みをきっかけに家族との会話も増えると嬉しいです。

団体名  大沢トリムの会

活動日 　月 1回　第 3金曜日
活動場所 　大沢ふるさとセンター　　 会員数 　20名
　トリム体操とは人の体を船に見立て、心身ともにバランスを整える体操です。
　普段使わない筋肉も動かされます。一通り流れに沿って体操をしますが、出
来る範囲で少しずつでも体を動かす事が大事、椅子に座りながらでも行う事が出来ます。体操の他には踊
りを取り入れたり、頭の体操をしたり笑いながら体を動かせるように工夫しながら取り組んでいます。

団体名  つくしの会（上豊間根地区）

活動日 　月 1～ 2回　金曜日
活動場所 　上豊間根自治交流会館　　 会員数 　13名
　平成 28年の 12月から始めたばかりの新しい会です。婦人会、老人クラブ
もないので集まれる場所、人と関わりをもつ機会を増やしたいと思い、よりあ
いっこで集まっていたメンバーを中心に立ち上げました。参加される人が増える事もそうですが、若い人
も巻き込んで共に地域と高齢者を支えていきたいと考えています。人との関わりを何よりも大切に、皆で
集まって話をしたり体を動かしたりして、明日への励みにつながる活動をしていければと思っています。

団体名  豊間根楽らく健康教室

活動日 　月 1回　第３木曜日
活動場所 　豊間根生活改善センター　　 会員数 　24名
　参加した時のみ会費として100円頂きお茶菓子、保険代にあてています。も
ともと八千代地区で行われていた健康教室が基となり、平成16年から現在まで
続いています。活動の内容は皆で何をしたいのかを話し合いで決めていますが、皆が他で参加した活動か
ら得た知識や情報を取り入れて、ゲームのルールも自分達なりに工夫して自由に楽しんでいます。忙しい時
期には休み、時間がある時に参加してもらう等出入りも自由に肩肘張らず自分達のペースで続けています。

団体名  関口関谷地区りんどうの会

活動日 　月 1回　第４木曜日
活動場所 　関口農業担い手センター　　 会員数 　33名
　毎月継続して開催する事で参加者の皆さんにとって次の楽しみ、日々の刺激
になればと考えています。着ていく服を何にしようか身なりに気をつけること
も、歌やおしゃべりで声を出す事も介護予防につながっていると思います。たくさんの人が参加し交流で
きるよう、声をかけあい誘い合う事であまり外に出たがらない人も一歩踏み出せる後押しに繋がればとも
考えています。介護予防に加え関口関谷地区の活性化にも一役買う事が出来れば二重の喜びです。

団体名  復興丸（山田地区）

活動日 　月 1回
活動場所 　町民グランド仮設談話室　　 会員数 　15名
　参加した方が喜びや楽しみを実感できる取り組みにしたいと考えて計画して
います。例えば細かい手作業等取り組む事が難しい方でも見ているだけ、おしゃ
べりだけを楽しむだけの参加でも大歓迎です。会場まで足を運べる方はどなたでも参加可能です。

団体名  この指とまれ（田の浜地区）

活動日 　毎週火曜日
活動場所 　田の浜コミュニティセンター　　 会員数 　21名
　震災後外に出かけられる場を設けようとお茶のみを始めた事をきっかけに始
まりました。手作業が得意な人が多く、それぞれが教えたり教えられたりしな
がら主に小物づくりに取り組んでいます。料理教室やおやつ作りもしています。今年初めには 204回の
開催を数えよくここまで続いたものだとびっくりしています。それも皆でサポートし合っているからでき
たと思っています。手を動かしながらも口も動かし 1週間分の情報のやりとりも楽しみの 1つです。別
の地区から参加されている方もいます。高台に移った方も気軽に見に来てください。

自主活動に関すること、活動費の助成に関することについては、
町地域包括支援センター（℡ 82-3136）までお問い合わせください。
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福祉団体活動紹介町内の ボランティア

ボランティアセンター

活動報告

　平成 29 年 1月 24 日山田町中央コミュニティセンター
にて「声の広報」利用者と朗読ボランティアの交流会が開
催されました。
　盲導犬「アルク」も参加し、盲導犬ユーザーの渡辺様は
住民の方々に「障がい者」「盲導犬」そして「声の広報」へ
理解を深めてほしいと話されていました。

来年度も頑張って活動します！！

釜石市鵜住居町第10地割30-1
鵜住居神ノ沢地区第2仮設企業団地Ａ棟-105

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

　平成29年2月24日豊間根中学校にて「配食ボランティ
ア懇談会及び雪かきボランティア振り返り」を開催いた
しました。
　豊間根中学校は、学校全体で地域活動に取り組んでお
り、長年ボランティア活動をされている大川様よりアド
バイスを受けたりと、来年度に繋がるよう生徒一人ひと
りが意見を出し合いました。

　視覚障がい者の方も、情報を得られる
ように、「広報やまだ」を音声訳録音し
たものが「声の広報」です。
　毎月 1回、録音したテープを希望する
視覚障がい者の方へお届けしています。

「声の広報」って？？

9名で活動中です！
毎月、「声の広報」を
利用者さんへ届けて
います。

山田町老人クラブ連合会 山田町民生児童委員協議会
　第45回大名湯治の会が2月 1日（水）～2月 3日
（金）の日程で行われま
した。新鉛温泉「愛隣
館」で観劇やカラオケ、
他市町村老人クラブと
の交流を楽しんできま
した。

　1月 13日（金）に宮古市民文化会館で新任民生
委員児童委員の研修会が行われました。先輩の民生
委員から委員のやりがいや体験談を聞き、講師の方
からは相談支援の心構えと基本技術を教わりまし
た。新任委員からは「勉強になった。今後の委員活
動に活かしていきたい。」との声が聞かれました。

山田町母子福祉協議会
　1月25日（水）に休暇村陸中宮古で新年会が行われ、
会員 25名が集まりました。行きのバスの中から会話
が盛り上がり、会場ではカラオケや踊りを楽しんでい
ました。会員の方々も「普段、会員同士で会う機会が
少ないのでとても楽しい。」と話していました。

山田町身体障害者協議会 山田町手をつなぐ親の会
　昨年の 12月 24 日（土）に花巻市にある「るん
びにい美術館」の見学に行ってきました。美術館を
運営している社会福祉法人光林会の三井理事長の説
明のもと、障害のある
方々が作った作品を鑑
賞しました。昼食も美術
館内のカフェで食べるこ
とができ、会員の皆さ
んに大変好評でした。

　1月4日（水）に親子新年お楽しみ会が山田町中
央コミュニティセンターで行われました。グループ
ホーム希望さんや望の園はまなすさんからも参加者
が集まり、レクリエー
ションやカラオケで非
常に盛り上がりました。
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福   祉   基   金

山田町社会福祉協議会お問い合わせ先一覧

▲

社協全体に関すること（福祉団体）…総務課
　　・事務局　82−3841
　　　　　　　090−3123−6208（携帯）

▲

介護保険に関すること…在宅福祉課
　　・ケアマネージャー　　82−5687
　　・ヘルパー、入浴車　　82−4000
　　・障害者支援、さわやか健康教室　　82−4000

▲

地域福祉に関すること…地域福祉課
　　・生活支援相談員　　　　　　77−3260
　　・よりあいっこ、まぢづけぇ号�等
　　　　　　　　　　　　　　　　090−1492−6874

▲

ボランティアに関すること
　　・ボランティアセンター　　　77−3260

▲

配食サービスに関すること　　  82−3841

善意のご寄附ありがとうございました。� 会�長　箱�石��紅�子

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て頂きます。
平成 28 年 11 月 9 日から平成 29 年 2 月 14 日において、次の団体から福祉基金としてご寄付を頂きました。

❖�飯岡老人クラブ�様� 30,407 円
❖�大沢老人クラブ�様� 17,585 円
❖�増塩勝美�様� 30,000 円
❖�匿　名�様� 5,000 円
❖�山﨑丈生�様� 18,006 円
❖�匿　名�様� 50,000 円

❖�稲川哲彦�様� 30,000 円
❖�東北ボランティア
　「山形村からできる支援」を考える会（長野県）
　��代表�田村守康�様� 29,336 円
❖�山形村社会福祉協議会（長野県）�様
� 18,779 円

おもいやりをかたちに。

介護用品販売

第一商事㈱
レディーズ・アイ

レンタル  リフォーム

第一商事（株）

●福祉用具販売
●住宅リフォーム（高齢者向き）

〒020-0807  盛岡市加賀野一丁目19-29

〒027-0022 宮古市磯鶏石崎5-8
TEL（019）651-0121・FAX（019）651-0052

TEL（0193）63-8151・FAX（0193）63-8187
URL http://www.dai-ichi.com  e-mail : info@dai-ichi.com

●健康機器販売
●福祉用具レンタル
介護保険事業所番号

事　業　部
0370100166

介護リ
フォームで

快適な暮らしを

LADY’S EYE

介護リ
フォームで

快適な暮らしを

［〒028-1321 下閉伊郡山田町山田第15地割82 番地 2　 TEL 0193-82-3841（代表）　FAX 0193-82-5670］

〒028-1321　岩手県下閉伊郡山田町山田第15 地割 82 番地 2
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
※ この広報誌は、赤い羽根共同募金配分金の一部を充てて発行しています。

平成 28 年度累計額 1,560,477 円


