
　11月10日に渋民老人クラブと渋民市民センター
の高齢者学級（19名）で大東中学校２年生（59名）
とボッチャ交流戦が行われました。
　今回の交流は、大東中学校に、今年24時間テレ
ビ助成事業でボッチャの用具を寄贈いただいたこと
をきっかけに、スポーツを通じて世代間交流に向け
て話合いを重ねて計画が実現したようです。
　老人クラブでは、８月からスポーツ推進員の指導
を受けながら、練習を重ね本番に臨みました。

　参加した老人クラブ会員は、「若い声を聞くだけ
で、元気をもらえ、練習よりもいいでき」と笑みを
浮かべながら話していました。
　２学年会長の吉田さんは、「コロナ感染も落ち着
いてきて、このような地域交流ができたことはいい
こと。パラスポーツを知ってもらう機会に繋がっ
た。今後もこのような機会があってほしい」と話
し、地域との交流で繋がりを持つ大切さを感じたよ
うでした。

パラリンで注目 !!  ボッチャに釘付け
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　11月４日、５日の
２日間、大東町内の
65歳以上のひとり暮
らしの方を対象に
「買い物ツアー」が行
なわれました。両日
で約50名の参加をい
ただき、地域の民生

児童委員に見守られな
がら、安心して、ゆっ
くりと買い物を満喫し
ていました。
　参加者は、「いつも
頼んで買い物している
ので、自分で選んで買
い物できてよかった」、「毎年この日を楽しみにして
いる」、「目印のリボン大事にとってあるよ」、「足も
弱くなってきているが、来年も元気で参加したい」
と、皆さんそれぞれの思いを語ってくれました。

見て 楽しんで お買い物♪見て 楽しんで お買い物♪

　令和３年度大東地域敬老事業は、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者の主催により、80歳以上
の皆様にお祝い品をお届けしました。
　９月11日（土）の大原地区を皮切りに９月
20日（月）までに2,414名に、各地区の特性
を活かした記念品や手紙を添えて健康長寿
のお祝いを贈りました。

　卒寿を迎えられた藤城ヤス子さん宅を、松原自治
会藤城修一会長と摺沢地区福祉活動推進協議会菊池
信一事務局長が訪問し、一関市からの記念品と大東

岩手ライオンズクラブからの卒寿祝品をお届けしました。
　ヤス子さんは、「松原に嫁いで70年。こんなにお祝いして
いただき嬉しく、とてもあり
がたい」と語っていました。
　松原自治会からも、敬老の
お祝いとして紅白大福や甘酒、
オロナミンCなどが贈られま
した。

　佐藤友信さん、芳子さんご夫婦は、猿沢地区福祉
活動推進協議会小野寺照夫会長と猿沢２区婦人会の
菊地若子さんから記

念品の猿沢羊羹を受け取り
ました。記念品に
は、猿沢小学校の
児童からのお祝い
メッセージも添え
られていました。

　11月13日（土）渋民市民センターを会場に、映画
「もち」上映会が開催され、渋民地区住民85名が集
まりました。
　映画「もち」は、一関市の食文化である「もち」
をテーマに、一関市本寺に住む14歳の少女を取り
巻く世界の変化と葛藤しながら成長していく物語。
　映画鑑賞した方は、「地区の文化の伝統を学校生
活に取り入れ伝える事は、すばらしい」、「おじいさ

んと孫の川辺での会話、人生の深さを感じジーンと
きました。一関のもち文化が伝えられたと思いま
す」と話していました。

いつまでも お元気でねいつまでも お元気でね　健康長寿をお祝い　健康長寿をお祝い

摺沢

猿沢

「 も ち 」上 映 会



歳末たすけあい募金運動にご協力をお願いします

・菊　池　貞　夫　様（渋民） 50,000 円
・佐　藤　　　章　様（興田） 50,000 円
・佐　藤　　　啓　様（摺沢） 50,000 円
・鈴　木　壽　朗　様（大原） 50,000 円

・菊　池　　　実　様（渋民） 50,000 円
・佐　藤　俊　英　様（渋民） 50,000 円
・菅　原　信　一　様（大原） 50,000 円
・一関市ゲートボール協会大東支部 様 35,000 円

・鈴　木　壽　朗　様（大原） 紙オムツ 185 枚
尿とりパッド 156 枚

 防水シーツ 6 枚
 食事用エプロン
　 口腔ケアスポンジほか

・菊　池　　　実　様（渋民） 紙オムツ 77 枚
 はくパンツ 30 枚

尿とりパッド 14 枚
・匿　　　　　名 紙オムツ 59 枚

尿とりパッド 355 枚
・匿　　　　　名 バスタオル 1 枚
 くつ下 2 足
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～まごころ寄付～ 令和３年８月１日から令和３年10月31日まで

フードパントリー事業に
食料品を寄付

久しぶりだねぇ久しぶりだねぇ
～高齢者健康づくり教室開始～～高齢者健康づくり教室開始～

　大東岩手ライオンズクラブ（及川米元会長）は、
一関市社会福祉協議会が行う食料支援事業の「年
末フードパントリー事業」に、米120キロと焼き
のり100袋を社協大東支部に寄付しました。
　佐藤哲郎大東支部長は、「年末で、困っている
世帯、支援を必
要としている世
帯へ皆様の思い
と一緒にお届け
したい。大事に
活用させていた
だきます」と感
謝の意を伝えま
した。

　12月１日から歳末たすけあい募金運動がはじま
ります。
　歳末たすけあい募金運動は、共同募金運動の一
環として地域住民の協力を得て、支援を必要とす
る人たちが安心して新しい年を迎えられるよう、
「思いやり」「助けあい」によって幸せを高めよう
とする運動です。地域住民のみなさんから寄せら

れた募金は、支援を必要とする在宅者に配分され
ます。
　一関市共同募金委員会大東地区事務所では、各
世帯に呼びかける戸別募金と地域の企業に呼びか
ける法人募金の活動に取り組んでおります。
　地域のみなさん、企業のみなさんによる募金活
動のご協力をよろしくお願いいたします。

　令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため９月まで事業実施を見合わせていまし
たが、緊急事態宣言も解除されたこともあり、こ
れまで以上の感染対策を講じ事業を開始しました。
　10月20日（水）の初日は、猿沢の峠地区の皆さ
ん12名が、大東保健センターで入浴や軽スポーツ
「ボッチャ」で楽しい時間を過ごしました。

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。

● 募金に関するお問い合わせ先 ●　一関市共同募金委員会大東地区事務所　電話 71－1177

おもせっち
ゃね



テーマ 「結
ゆい

」
※結に関するエピソードや思い出など
※ 結とは、人と人との繋がりを大切にし、結束し協力し合うという
精神。昔は、「よいっこ」とか「ゆいっこ」と言っていました。

● 神文ストア大原店 様
● サンデーホームマート大東店 様
● 神文ストア摺沢店 様
● クボホームセンター大東店 様
● バリュー摺沢店 様

● セブンイレブン一関摺沢店 様
● ファミリーマートやまだい大東町店 様
● ローソン大東摺沢店 様
● デイリーヤマザキ大東猿沢店 様

ゆいっこ広場

応募期間

2021年12月200日（月）日（月）
 ～2022年～2022年１１月月3131日（月）日（月）

　この自動販売機は、設置主様のご協力で清涼飲料水の売上の一部を赤い羽
根共同募金にご寄付いただくものです。設置場所等のご協力をいただければ、
管理などすべて販売業者が行います。企業、団体、個人の方、皆様の設置協
力をお願いします。
　「詳しく聞いてみたい」「設置を検討したい」と思ったら、是非、下記まで
ご相談ください。

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 （一関市社会福祉協議会大東支部内）

 ※協賛企業等の詳細は、岩手県共同募金会のホームページをご覧ください。

　店頭などに赤い羽根募金箱を設置し、共同募金の取り組みにご協力をいただいております。

募金運動期間：10月１日～12月31日
募
金
箱
設
置
先

　この自動販売機は、設置主様のご協力で清涼飲料水の売上の一部を赤い羽
根共同募金にご寄付いただくものです。設置場所等のご協力をいただければ、

赤い羽根共同募金箱設置の協力店赤い羽根共同募金箱設置の協力店

赤い羽根自動販売機設置主様の募集赤い羽根自動販売機設置主様の募集

応募
部門

 ３部門
❶児童生徒の部　❷一般の部　❸親子の部

応募
要件

★大東地域在住または勤務、通学している方
★自作のもので未発表のもの

応募
方法

★応募様式は自由です。
★必要事項を記載し、郵送、FAX、持参にてご応募ください。

応募先  一関市社会福祉協議会大東支部　行
 〒029-0523　一関市大東町渋民字大洞地55-8

５・７・５で詠んでみませんか

 ※記載いただいた個人情報は、本事業の川柳募集に関する以外には使用いたしません。

住所、氏名、年齢、連絡先、
ペンネーム（希望者）、応募部門、
作品、作品への想い

親子、家族みんなで
親子、家族みんなで考えて応募考えて応募大かんげい大かんげい

昨年昨年から新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ふくし祭り「ゆいっこ広場」のイベントが中止と
なっなってしまいました。昨年は、FMあすも特別番組「ゆいっこ広場ラジオ」を開催しました。

今今年は、「ゆいっこ広場川柳」に取り組みます♪♪
　ゆいっこ広場の「結」の想いを川柳にのせてご応募ください。
　入賞作品には、豪華賞品の地域特産品をプレゼントします（⋈◍＞◡＜◍）。✧♡
　なお、入賞作品の発表はFMあすも及び支部社協だよりでご紹介します❣

川柳大募集大募集!!!!

【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


