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　10 月１日より「じぶんの町を良くするしくみ」
をスローガンに赤い羽根共同募金を全国一斉に
展開しております。
　今年度も区長さんを通じて、町民の皆様より
たくさんのご協力をいただきました。

赤い羽根募金・歳末たすけあい募金

募金のご協力
ありがとうございます

　「赤い羽根共同募金１世帯 700 円」と「歳末たすけあい募金１世帯 300 円」の計
1,000 円を目安に募金とりまとめを行った結果、下記のとおりとなりました。
　募金いただいた皆様のご協力に深く感謝申し上げます。

平成 25 年度　赤い羽根共同（一般）募金実績
　　・戸　別　募　金� 3,305,832 円
　　・街　頭　募　金� 59,425 円
　　・法　人　募　金� 23,457 円
　　・学　校　募　金� 27,360 円
　　・職　域　募　金� 1,800 円
　　・イベント募金� 7,106 円
　　・個　人　募　金� 　110,002 円

平成 25 年度　地域歳末たすけあい募金実績
　　・戸　別　募　金� 1,416,785 円
　　・匿 　 名 　 様 � 1,589 円

助成・配分内訳
　　・地域福祉活動助成� 3,154,869 円
　　・町内在宅高齢者等配分
� 144 世帯　計 720,000 円
　　・福祉のまちづくり応援事業配分
� ４団体　計 140,000 円

※�運営委員会、審査委員会の決定により助成・配分を行
っております。

赤い羽根募金 ………… 3,534,982 円
歳末たすけあい募金 … 1,418,374 円

　募 金 実 績 　助成・配分実績

赤い羽根共同募金は、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、歳末たすけあいは、
内訳のとおり在宅の要援護者世帯等へ配分されました。

　第 15 回山田町社会福祉大会が、平成 26 年１月 24 日
（金）、「地域のつながりを強め、だれもが安心して暮らせる
福祉のまちづくりをめざして」をテーマに山田町中央公民館
小ホールにて開催され、山田町長をはじめ、来賓や社協関係
者、各団体の方々に出席いただき表彰式が行われ、地域での
福祉活動に尽力、貢献された方々、団体が表彰されました。
　講演会では、釜石市出身で、米ニューヨーク在住の三味線
奏者の駒幸夫氏を講師に迎え「東日本大震災における被災地
支援をとおして」と題し、仮設住宅等での活動についての講
演の他、ビートルズのヒット曲からロックやポップスと様々
なジャンルの曲の三味線ライブに会場は、熱気でヒートアッ
プ。歌声と生演奏で被災地に熱い思いを届けました。

第15回  山田町社会福祉大会
� 一堂に会し地域福祉のあり方を考える

　１月 19 日（日）、山田町保健・老人福祉センターにて「災害
ボランティア入門講座」を開催しました。
　「災害ボランティアを知ること」「地域における災害ボランテ
ィア活動の啓発」を目的に、NPO 法人エンジェルウィングス

（福岡市）の藤澤健児氏を講師に迎え、町内より高校生、教職
員、地域ボランティア、一般参加者など 13 名が参加し、「災害
ボランティア活動」の講義、「避難所運営ゲーム（HUG）」を
体験しました。この講座は、町内では初めての講座となります。
　支え愛センター（ボランティアセンター）では今後も継続し
て、ボランティアに興味をもっていただく多様なテーマの講座
を開催する予定です。

災害ボランティアを

朗読ボランティア
「主役は聞いている方々」

スライドを用いて「災害ボランティアとは」の座学

◦とても勉強になりました。高校生が頼もしいです。
� （27歳　女性）

◦少人数で、お互いの意見を聞く時間があり、良かったです。
� （64歳　女性）

◦ボランティア活動があったら、協力します！
� （17歳　男性）

◦避難所の運営を学びたいと思い参加しました。
　参考になりました。� （53歳　男性）

◦色々な年代を巻き込んだ講座を続けてください。�
� （35歳　男性）

参加者の皆さんの感想です（一部紹介）

　社団法人日本善行会が行う平成 25 年度の秋季善行表彰の社会
福祉部門において、山田町朗読ボランティアが表彰されました。
　長年にわたり、視覚障がい者の方を対象に町の広報誌を読み
テープ録音し届ける活動が評価されたものです。
　山田町朗読ボランティアは、朗読（音声訳）ボランティアを
行うグループで、活動を開始して 26 年目を迎えました。現在、
会員 10 名。毎月１回「広報やまだ」を朗読して録音し届けてい
ます。その他、織笠小と轟木小、町立図書館でも読み聞かせを
行っています。
　会員のほとんどが震災の被害を受
け、散り散りになりましたが、毎月
集まり、活動をしています。仲間同
士お互いに支え合い、励まし合える
心優しいメンバーたちです。右写真
は録音の様子です。

朗読・録音操作ボランティアを募集！
私たちと一緒に活動してみませんか？

お気軽にお問い合わせください。

ボランティアセンター情報

募金結果

「知る」

様々なシチュエー
ションカードにど
う対応するか考え
振り分けます。

高校生も真剣に
考え取り組みま
した。

山田町朗読ボランティア会員の皆さんです

　山田町社協  復興支え愛センター
　電話  77-3262� までお気軽にどうぞ !!

【お問い合わせ先】
ボランティアに関するお問い合わせは…
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　12 月１日（日）、山田町中央公民館大ホー
ルにて、「師走の夢」チャリティバラエティ
ショーが開催されました。「町民の皆さんに
笑顔を」と地元団体の歌や踊り、社協職員
による寸劇と歌謡ショーと 640 人もの来場
者を魅了、会場内は、終始、盛大な拍手と
大爆笑に包まれました。

師走の夢
チャリティ
バラエティ
ショー

チャリバラ開催
「町民の皆さんに笑顔を」

大盛況 !!
会場には、ほぼ満員となる
観客が詰めかけた。

生き別れになった親子が
60年ぶりに涙の再会を果たす。

昔話の脇役と妖怪達が登場！
「俺たちの仕事を返せ」と訴える。

社協職員による「平成御伽噺」
鼠小僧がなぜか復興に一役買う
寸劇に会場は笑いの渦に！

語り部となり、全国を回り
津波の恐ろしさを伝えると決意をする。

『DVD貸し出しのお知らせ』　 「師走の夢」チャリティバラエティショーの DVD を貸し出ししています。
  ［お問合せ先］山田町社会福祉協議会  保健・老人福祉センター１階　電話 82-3841　までどうぞ！

楽しいトークの一人芝居と
歌謡ショーと二本立てのステージは、
見ごたえ聴きごたえたっぷり！

オープニングから
大爆笑 !!

昭和の時代を彩った
名曲を甘い歌声でた
っぷりと会場の皆さ
んに届けた。

しっとりと聴かせる
歌声と心地よい懐か
しいメロディに会場
は酔いしれた。

最後の
フィナーレでは

盛大な拍手！
恒例となった歌謡シ
ョー。手作り感あふ
れる衣装も見ごたえ
十分！

社協職員による歌謡ショー

あの歌 この歌 俺の歌
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身体障害者協議会  

民生児童委員協議会  

老人クラブ連合会  

母子福祉協議会  

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。

唄に踊りに！楽しく交流！

民生委員・児童委員及び
主任児童委員の一斉改選

人情芝居と温泉に癒される

おいしく、楽しく！親睦深める
　１月 18 日（土）、光山温泉にて、山田町母子福祉協議
会新年会が開催されました。参加者は、お弁当をおいし
くいただきながら、終始、話が弾み、カラオケやビンゴ
ゲームで盛り上がりました。その後の入浴では、日頃の
疲れを十分に癒し、恒例の参加者全員での記念撮影でハ
イチーズ！
　久しぶりに会う会員同士、話に花が咲き、親睦を深め
ながら楽しい一日を過ごしました。

　１月 23 日（木）光山温泉にて、山田町身体障害者協
議会の会員 14 名、ボランティア２名が参加し、「ふれあ
いの集い新年会」が開催されました。
　当日は、新規加入者の参加や、震災後久しぶりの参加
者もあり、いつもより、賑やかな会となりました。
　カラオケや有志数名での踊りの披露もあり、うちとけ
た雰囲気の中、これまで以上に親睦と交流を深める事が
できました。

　11 月 29 日（金）、民生委員・児童委員感謝状贈呈式並び
に民生委員・児童委員、福祉推進委員委嘱状交付式が行われ
ました。 
　厚生労働大臣及び岩手県知事より、58 名の民生委員・児
童委員が委嘱、3 名の主任児童委員が指名されました。任期
は 3 年で、このたび委嘱された委員の任期は、平成 28 年
11 月 30 日までとなります。

　１月 22 日から２泊３日の日程で、毎年恒例の「大名
湯治の会」が花巻市新鉛温泉愛隣館にて開催され、山田
町からは 24 名が参加しました。おいしい料理に歌あり、
踊りあり、涙ありの舞台を楽しみ、温泉で癒され、和や
かな雰囲気の中、参加者同士親睦を深めました。
　この会は、会員相互の健康増進と福祉向上を目的とし、
主に老人クラブ会員が対象となっています。

手をつなぐ親の会  

みんな笑顔！大満足なお楽しみ会！
　1 月 6 日（月）山田町中央コミュニティセンター和室
にて、80 名が参加し「親子お楽しみ交流新年会」が開
催されました。
　レクリエーションでは、スカットボールで気持ち良い
汗を流し、カラオケでは昼食の時間も惜しむように時間
一杯、会場内に美声を響かせ熱唱しました。
　「今年一年も元気に頑張りましょう」という山崎会長
の挨拶で楽しかったお楽しみ会の幕を閉じました。

　民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働省から委嘱された
非常勤特別職の地方公務員です。また、児童福祉法に定める児童
委員を兼ねています。給与の支給はなく無報酬で活動しています。

　生活上の心配ごとなど、様々な相談に応じ、
情報を集め、関係機関と連携・協力するつな
ぎ役です。問題解決のお手伝いをします。

　民生委員・児童委員には守秘義務がありま
す。地域住民の皆さんから受けた相談内容の
秘密は守ります。

　民生委員・児童委員の制度は、その源と言われる済世顧問制度
より 90年を超える長い歴史をもつ制度であり、地域に根ざした
福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりをめざしています。

民生委員さんって？

主任児童委員とは…
　子育てを社会全体で支える「健やかに子供を産み育てる環境づくり」を進めるために、平成６年１月に制度化さ
れました。子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組みます。

民生委員児童委員協議会とは…
　全ての民生委員・児童委員は市町村の一定区域ごとに置かれている民生委員児童委員協議会（民児協）に所属し
ています。民児協では、委員それぞれの活動を通じて把握する地域の課題を共有し、対応方法について検討したり、
委員への研修を実施します。

　地域社会づくりに貢献する民生委員・児童委員として、住民の立場に立った活動・支援を推進できるよう、山田町をはじ
め関係機関と連携し、各種事業に取り組んでいます。
　山田町内を船越地区・織笠地区・山田地区・大沢地区・豊間根地区の５地区に分け、自らも地域住民として、担当の区域
において、見守りや相談など様々な活動を行っています。

長い歴史のある制度です

地域の福祉を担うボランティアです！

身近な相談相手

秘密は守ります

山田町民生委員児童委員協議会では  

１、高齢者の福祉……………一人暮らしの高齢者等への訪問、自立高齢者の介護予防のための「お座敷広場」の運営。
２、母子、父子の福祉………児童虐待を未然に防止するための情報を収集します。
３、障がい者の福祉…………本人、家族の相談に対応します。諸組織と連携し、支援活動を推進します。
４、児童委員としての活動…若年母親の子育ての相談相手となり、心豊かな子の育ちを支援します。
５、研修活動…………………先進地の視察研修を実施します。また、全員研修として、活動事例発表会を開催します。
６、部会活動…………………高齢者福祉部会・障害者福祉部会・児童福祉部会・生活福祉部会は民児協と連携し活動する。
７、その他の活動……………共同募金運動への協力。

　 重点活動　　活動の一部を紹介します。

知りたいっ！ 「なに？」
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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 25 年 10 月 25 日か
ら平成 26 年１月 24 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

❖ 飯岡老人クラブ  様 5,000 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
� （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 25 年度 累計額
 285,582 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。

　株式会社カガヤ（盛岡市玉山地区、加賀谷輝雄代表取締役会
長）様より、山田町社会福祉協議会に１千万円、寄付金として
贈呈いただき、12 月３日（火） 、同社にて寄付贈呈式が行われ
ました。
　住民のなりわいの復活、子供達の未来のために大切に使わせ
ていただきます。

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


