
　７月６日に、興田中学校と興田小学校合同でガー
ドレール清掃活動を行いました。中学生54名の全
校生徒と小学生５、６年の児童29名が９班に分か
れ、ガードレールのホコリをほうきで払い水路から
水を汲んで掛け、スポンジを使って磨きあげていま
した。
　班は、小学５年生から中学３年生まで構成された

縦割り班で、先輩も後輩も力を合わせて手際よく清
掃作業を進めていました。
　この活動は、昭和52年に中学校生徒会が取り組
み始めた伝統的な清掃活動であり、市社会福祉協議
会のボランティア協力校指定校事業で中学校と小学
校が同時に指定校となったことをきっかけに合同活
動が始まり、10年余り継続されています。

力を合わせてピカピカ「日頃に感謝」
～小学校中学校合同作業～

（編集・発行）
一関市社会福祉協議会大東支部

電話0191-71-1177
ケアプランセンター大東 電話 71_1177
ケアプランセンター興田 電話 74_3501
ヘルパーセンター大東 電話 71_1178
デイサービスセンター大東 電話 72_2336
デイサービスセンター興田 電話 74_3300
しぶたみ地域包括支援センター 電話 71_0053

発行日　令和３年９月１日
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「こわい「こわい熊熊
くまくま

に遭わないようにね」に遭わないようにね」
～摺沢・渋民・曽慶地区福祉活動推進協議会でクマよけ鈴贈る～～摺沢・渋民・曽慶地区福祉活動推進協議会でクマよけ鈴贈る～

　大東小学校１年生33名に、３地区の福祉活動推
進協議会が「クマよけ鈴」を贈りました。３地区の
会長を代表して摺沢地区福祉活動推進協議会の和
賀成夫会長が「今年も、大東町のあちらこちらで、
大きな熊がのっしのっしと歩いているのを見たとい
う話をたくさん聞いています。皆さんが、あの恐ろ
しい熊に遭わないようにと願って、このクマよけ鈴
を贈ります。落とさないように大切に使ってくださ
い」と児童に呼びかけ、代表でクマよけ鈴を受け
取った３名の児童は「ありがとうございます」と大

きな声でお礼の言葉を述べていました。
　平成26年
から３地区の
福祉活動推進
協議会で毎年
新入生にクマ
よけ鈴を贈り
続け子供の安
全を見守って
います。

第 16回一関市社会福祉大会第 16回一関市社会福祉大会
　本大会は、これまで積極的かつ主体的な福祉活動に取り組んでいただいた方への感謝と顕彰を行いなが
ら、理念の実現に向けてより一層の努力を誓いあう機会としています。今年度の大会は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、昨年同様に式典・講演は行わないこととしました。
　表彰状、感謝状の贈呈は、大東支部役職員が戸別に訪問し感謝の意をお伝えしました。
　なお、大東地域の受賞者は次の方々です。（以下敬称略）

社会福祉協議会関係功労
（社協会長表彰状）

● 社会福祉協議会福祉委員
　 （通算８年以上在籍）12名
・中川　信一　・鈴木　清内
・後藤佐重喜　・小野寺正男
・三浦　義博　・菊池　　強
・千田　夕二　・及川　悌規
・武田　　誠　・菊地　幸治
・佐藤　正夫　・及川　紀夫

●  社会福祉協議会　会長が委嘱し
た委員（通算８年以上在籍）１名

・村上美智恵

ボランティア活動関係功労
（社協会長表彰状）

●  ボランティア活動功労個人
　 （10年以上の活動）２名
・及川　悠史　・小山　　博
　 （ボランティア根っこの会）

共同募金運動関係功労
（社協会長表彰状）

● 共同募金運動功労個人
　 （８年以上の活動）12名
・中川　信一　・鈴木　清内
・後藤佐重喜　・小野寺正男
・三浦　義博　・菊池　　強
・千田　夕二　・及川　悌規
・武田　　誠　・菊地　幸治
・佐藤　正夫　・及川　紀夫

福祉事業への寄付
（社協会長感謝状）

● 福祉事業への寄付個人　31名
【大原】
・菅原トシ子　・金野　俊之
・中澤　範夫　・小島　征喜
・渡邊　忠善　・菅原　信男
・中川ミツエ　・熊谷　治彦
・金　　哲朗　

【摺沢】
・三浦　　巧　・菅原　拓夫
・藤原ひとみ　・那須　清男
・菊池清治郎　・千葉　武志
・氏家　　努　・菊池　ノブ
【興田】
・千田テツ子　・小山　静枝
・菊池　岳人　・伊東　直喜
・伊東　直樹
【猿沢】
・及川　　勉　・及川　　誠　
・小野寺洋幸　・菅原　光一
【曽慶】
・畠山　健治　・岩渕　和雄
【渋民】
・小崎　龍一　・三浦　一夫
【埼玉県】
・首藤　正昭

共同募金への寄付
（社協会長感謝状）

● 共同募金への寄付団体 １団体
・大東町民生児童委員協議会



令和３年度第１回大東支部運営委員会を開催

タオル183枚寄贈 タオル183枚寄贈 ～東磐建築組合大東支部～～東磐建築組合大東支部～

　６月28日に東磐建築組合大東支部の千葉清供支部長と佐藤正行
副支部長が一関市社会福祉協議会大東支部を訪れ、タオルの寄付を
いただきました。 東磐建築組合では、地域貢献活動の一環として組
合員に家庭にあるタオルの寄贈を呼びかけたそうです。
　千葉清供支部長は、「高齢者の施設等で役立てていただきたい」と
話していました。

　６月29日に令和３年度第１回大東支部運営委員会を開催
しました。今回の支部運営委員会では、前支部運営委員長
の退任に伴い、新たに支部運営委員長、副委員長の選任が
行われました。また、令和２年度介護保険事業運営状況や
決算について報告しました。令和３年度事業についても、大
東地域敬老事業やデイサービスセンター大東等複合施設整
備基本計画ワーキングチーム設置運営状況等について報告
がありました。
　大東支部運営委員の皆様は次のとおりです。（任期：令和４年５月31日まで） 敬称略

　この支部運営委員会は、委員10名以内をもって組織し、社協支部の円滑な事業運営を図り、地域住民の
意向を把握し地域福祉を推進するため各支部に設置しております。

一関市社会福祉協議会役員・評議員の紹介一関市社会福祉協議会役員・評議員の紹介
　６月24日に、令和３年度第１回評議員会が開催され、本会役員が選任されました。同日に、第２回理事
会が開催され会長、副会長、常務理事が選任されました。
　役員、評議員は次のとおりです。（任期：令和３年６月24日から令和４年度に関する定時評議員会終結まで）

敬称略
【役員】
会　長　　辻山　慶治（一関）
 理事より選任
副会長　　工藤　博信（藤沢）
副会長　　佐藤　文信（大東）
常務理事　岩本　孝彦（一関）
理　事　　小野寺康光（一関）新
　　　　　青沼　益夫（花泉）
　　　　　菅原　　司（花泉）
　　　　　岩渕　善朗（大東）
　　　　　小野寺洋一（千厩）
　　　　　三浦　幸子（千厩）

理　事　　那須　　勤（東山）
　　　　　松岡　睦雄（東山）
　　　　　小山　雄幸（室根）
　　　　　小野寺良光（室根）
　　　　　葛西　信昭（川崎）
　　　　　菊地　光伸（川崎）
　　　　　三浦　洋悦（藤沢）新
監　事　　千葉　　厚（一関）新
　　　　　金野　眞茂（大東）
　　　　　小野寺　健（千厩）

【評議員】
大東支部より５名が選任されました。
小島　操一（大原）新
　※選任区分：自治会長
菊池　紘一（渋民）新
　※選任区分：行政区長
千葉　　岩（興田）
　※選任区分：民生児童委員
小山　英樹（興田）
　※選任区分：福祉団体
松川　栄一（摺沢）
　※選任区分：ボランティア団体

支部運営委員長　菊池幸太郎（渋民）
副委員長　千葉　　誠（大原）
運営委員　小山謙次郎（大原）新
運営委員　和賀　成夫（摺沢）
運営委員　千葉　福夫（摺沢）

運営委員　千葉　　岩（興田）
運営委員　皆川かおり（興田）
運営委員　小野寺照夫（猿沢）新
運営委員　佐藤　博昭（曽慶）
運営委員　千葉　信子（一関市役所大東支所保健福祉課長）



令和3年度大東地域敬老事業令和3年度大東地域敬老事業
　令和３年度の敬老事業は、一関市と一関市社会福
祉協議会、各地区福祉活動推進協議会の３者が主体
となり行います。
　敬老の日を迎えるにあたり、多年にわたり社会に
尽くしてこられた80歳以上の皆様を敬愛し、健康
長寿をお祝いいたします。
　敬老を迎えられる皆様全員に一関市からお祝い品
が贈られます。あわせて、各地区から地域特性を活

かした記念品も贈られます。
　また、今年度88歳を迎えられる皆様に米寿のお
祝い品が贈られます。
　大東岩手ライオンズクラブ様からは今年度90歳
を迎えられる皆様に卒寿のお祝い品が贈られます。
　なお、お祝い品は、各地区福祉活動推進協議会が
中心となり地域の協力をいただきお届けすることに
なっております。

社協会費のご協力
ありがとうございました

　令和３年度一関市社会福祉協議会会費について、社協
福祉委員（行政区長）さんのご尽力により多くの大東地
域住民の皆様から賛同をいただき、大きな成果を得るこ
とができました。誠にありがとうございました。
　皆様からお寄せいただいた会費は、安心して暮らせる
福祉のまちづくりを目指す地域福祉事業を支える貴重な
財源として役立たせていただきます。
　なお、令和３年度の結果については、次のとおりです。

一般会員 4,129世帯　 4,129,000円

　新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、４月から８月まで実施を見送っ
ておりましたが、市内での感染状況等
も踏まえまして、９月まで実施を見合
わせることとしました。10月以降の
事業予定については、改めてお知らせ
いたします。
 一関市役所大東支所保健福祉課
 一関市社会福祉協議会大東支部

高齢者健康づくり
教室事業のお知らせ

食料支援の活動取り組み～大東ボランティア連絡協議会～食料支援の活動取り組み～大東ボランティア連絡協議会～

　大東ボランティア連絡協議会（増沢純会長）で
は、一関市社会福祉協議会が行う食料支援事業の一
環として、会員や所属する団体に食料品の寄付の呼
びかけを行いました。
　団体や会員からは、玄米や乾麺、レトルト食品な
ど120点余りが集まりました。
　増沢会長は、「コロナ禍の中で、集まって何かを
するという活動が難しい状況が続いており、集まら
ずに取り組めることを考え、今回の夏休みフードパ
ントリー事業実施にあわせて会員に呼びかけを行っ
た。このような活動が、会員だけではなく市民に広

く伝わり取り組みが行われればいいと思う」と話し
ていました。また、会員らは、「このような事業が、
市 民 に 周
知され多く
の方の支援
に繋がって
いくことを
願います」
と話してい
ました。

当祝者 2,414名
　大原 650名
　摺沢 507名
　興田 604名

　猿沢 305名
　渋民 139名
　曽慶 209名

米寿祝者 162名
　大原 33名
　摺沢 29名
　興田 49名

　猿沢 25名
　渋民 11名
　曽慶 15名

卒寿祝者 134名
　大原 35名
　摺沢 26名
　興田 33名

　猿沢 17名
　渋民 11名
　曽慶 12名



令和3年7月大雨災害静岡県義援金受付を行っております

　令和３年７月１日からの大雨により、熱海市伊豆山地区
で発生した大規模な土石流災害、甚大な被害が発生し、災
害救助法が発令されました。
　この災害により亡くなられた方のご冥福をお祈りすると
ともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　被災した方々の支援を目的に義援金の募集を行っており
ます。

【お問合せ先】　一関市共同募金委員会大東地区事務所　　電話 71－1177

・菊　池　東　一　様（摺沢） 50,000 円
・（故）千　葉　正　子　様（大原） 50,000 円
・星　　　敏　雄　様（渋民） 100,000 円
・及　川　えみ子　様（興田） 100,000 円
・佐　藤　藤　雄　様（興田） 50,000 円
・千　田　逸　次　様（猿沢） 50,000 円
・都　澤　宏　典　様（摺沢） 100,000 円
・千　葉　文　郎　様（大原） 50,000 円

・岩　渕　行　弘　様（曽慶） 50,000 円
・一関市老人クラブ連合会大東支部 様 6,300 円
※グラウンドゴルフ大会ホールインワン募金として

・千　田　逸　次　様（猿沢） はくパンツ 151 枚
尿とりパッド 12 枚

・東磐建築組合大東支部 
　支部長　千　葉　清　供　様 タオル 183 枚

・匿　　　　　名 はくパンツ 14 枚
 紙オムツ 12 枚

尿とりパッド 42 枚

一
般
寄
付

物
品
寄
付

～まごころ寄付～ 令和３年５月１日から令和３年７月31日まで

一関市社会福祉協議会では、次のとおり職員を募集
しております。

募 集 職 員
　福祉総合職 ３名、看護師 若干名、介護員 若干名

受 験 資 格
　①高等学校以上を卒業した者
　②各種有資格者
　③普通自動車運転免許（AT限定可）
　④パソコン操作（Word、Excel）ができる者
　⑤59歳未満の者

職員募集
受付期間中！！受 付 期 間

令和３年７月12日（月）から
令和３年９月10日（金）まで

　※ 土日、祝日は除く／受付時間８：30～17：00／郵送の場合
は、９月10日（金）午後５時までに到着したもの

試 験 日 時
　令和３年９月25日（土）　午前10時から

試 験 場 所
　一関市総合福祉センター
　一関市城内１-36（一関市総合福祉センター内）

皆様からお寄せいただきました“まごころ寄付”は、ふれ
あいサロン事業、福祉学習事業、高齢者の集いや高齢者
外出支援事業など大東地域の福祉活動に役立たせていた
だきます。ありがとうございました。

皆様から頂戴した品物は、大東地域の福祉施設や在宅福
祉事業に役立たせていただきます。ありがとうございま
した。

受付期間

令和３年７月８日（木）から
 令和３年10月29日（金）まで
※ お寄せいただいた義援金は、岩手県共同募金委員会を
通じて静岡県共同募金委員会に送金され、被災された
皆様へ配分されます。

一関市社会福祉協議会職員募集のご案内一関市社会福祉協議会職員募集のご案内

※詳しくは、一関市社会福祉協議会　総務課　（電話 0191－23－6020）までお問合せください。
　 なお、試験案内、申込書等は、ホームページ（https://www.ichinoseki-shakyo.com/）からダウン
ロードできます。一関市社会福祉協議会大東支部でも受験案内、申込書等をお渡し可能ですのでご
相談ください。（電話 0191－71－1177）



高齢者疑似体験セット 点字器

かき氷機わたあめ機ポップコーン機

車いす

ワンタッチテント

貸出用具のご案内
　地域の福祉活動事業や地域交流等にご利用いただくため　地域の福祉活動事業や地域交流等にご利用いただくため
次のとおり貸出を行っています。次のとおり貸出を行っています。
　ふれあいサロン、老人クラブ、地域や福祉施設、学校で　ふれあいサロン、老人クラブ、地域や福祉施設、学校で
の交流事業などでご利用いただけます。の交流事業などでご利用いただけます。

用具の貸出や使い方などお気軽にお問い合わせください。
〈お問合せ先〉
一関市社会福祉協議会大東支部　　☎ 0191－71－1177
一関市大東町渋民字大洞地55-8　大東保健センター内

　白内障ゴーグルやヘッドホーン、手
足の錘などを装着して日常生活動作を
疑似的に体験できます。
　高齢者の気持ちや介護方法、高齢者
とのコミュニケーションの取り方を体
験的に学ぶことができます。

　小型点字器（６行×32マ
ス）と（12行×32マス）の
２種類あります。
　点字を体験してみたい方、
ぜひご利用ください。
　使い方などお気軽にご相
談ください。

総アルミタイプ　　
サイズ　３ⅿ×６ⅿ
２基あります。　　

ボッチャ あんだも やってみらいん♪ボッチャ あんだも やってみらいん♪
　渋民地区老人クラブでは、11月に世代間交流事業
で「ボッチャ」競技を行うため、スポーツ推進員の
石川さんから競技方法やルールについて教えていた
だきながら、ボッチャを楽しんでいました。

平成30年度平成30年度更新しました(^^♪
更新しました(^^♪

平成30年度平成30年度更新しました♪
更新しました♪

【この広報は、皆様からお寄せいただいた共同募金の配分金等で発行しております】
この印刷物は環境にやさしい植物系インキを使用しています


