
　デイサービスセンター大東とデイサービスセン
ター興田では、１月31日から２月５日にかけて節
分豆まき行事を行いました。
　デイサービスセンター大東では、段ボールで作ら
れた可愛らしい鬼とコロナ菌が登場し大きな球で、
利用者のみなさんで力を合わせて退治していました。
　また、デイサービスセンター興田では、職員が変
装した鬼は迫力満点で、利用者のみなさんが新聞紙
を必死で丸めて球を作り鬼退治とコロナ退治をして
いました。

　令和４年の節分を満喫し今年一年みんなの健康と
安全、コロナ終息を願いました。

★ 豆まめ知識 ★
　節分とは文字通り節（季節）の分かれ目。昔は立夏、立秋、
立冬、それぞれの前日のことを節分と言っていましたが、現在
では立春（２月４日頃）の前日を節分といいます。節分に行う
豆まきは、季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見
立て、それを追い払う儀式。 宮中で節分に行われていた「追儺
（ついな）」という鬼払いの儀式が広まったものです。昔から節
分には厄を払い新年の幸せを願う行事が日本各地で行われ、現
在も大切にされています。

コロナ・鬼退治大作戦（・ω・）ノ…
～鬼は外、福はうち～

コロナ・鬼退治大作戦（・ω・）ノ…コロナ・鬼退治大作戦（・ω・）ノ…

（編集・発行）
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◎実績報告（大東地域分）
種　別 件　　数 募金額（円） 募　　金　　の　　内　　容

①戸別募金 4,130件（世帯）※88行政区 2,477,300 各世帯からお寄せいただいた募金
②法人募金 26企業 171,000 町内の企業や事業所からお寄せいただいた募金
③学校募金 ７校 108,080 町内の小中高等学校等の児童・生徒・学生からお寄せいただいた募金
④職域募金 20企業 145,391 町内の企業、事業所で働いている職員の皆様から寄せられた募金
⑤協 力 店 ９店舗 22,880 赤い羽根協力店として募金箱を設置していただき皆様からお寄せいただいた募金
⑥その他募金 ４件 14,195 団体や個人、窓口募金箱、チャリティイベント等でお寄せいただいた募金
預かり利息 １件 ３
合　計 4,197件 2,938,849

〈実績内訳〉

　令和３年10月１日から展開して参りました「赤い羽根共同募金運動」は、地域の皆様の温かいお気持ちと多大なお力添えに
よる募金活動へご協力いただき厚く御礼申し上げます。
　皆様からお寄せいただいた募金は、福祉団体や福祉教育、ひとり暮らし高齢者、障がい者など様々な支援を必要とする方の
福祉活動等に大切に使わせていただきます。

　社会福祉協議会が実施する次のような事業に役立てられています。
　　・ふれあいサロン事業　　　　　・ひとり暮らし高齢者の集い事業　　・ボランティア活動支援事業
　　・在宅介護者の集い事業　　　　・子供たちの福祉教育のための事業　・ゆいっこ広場川柳事業
　　・各地区福祉活動への支援事業　・支部社協だより発行　など

行政区名 戸数 募金額
●大原
上内野 46 27,600
中内野 36 21,600
下内野 38 22,800
上大原上 60 36,000
上大原下 68 40,800
山口 48 28,800
藤ヶ崎 33 19,800
払川 29 17,400
大久保 64 38,400
若宮上 72 43,200
若宮下 32 19,200
下大原 51 30,600
笠置 81 48,600
川内 55 33,000
中島 84 50,400
川原町 41 24,600
一市 29 17,400
六日町 76 45,600
立町 51 30,600
下町 55 33,000
　　　計 1,049 629,400
●摺沢
八幡 76 45,600
上摺沢 48 28,800

栃折沢 28 16,800
源八 22 12,500
大金 20 12,000
長者 24 14,400
松原 25 15,000
羽根折沢 48 28,800
上町 54 32,400
仲町 26 15,600
沼田 73 43,800
下摺沢 81 48,600
流矢 28 16,800
小沼 24 14,400
堺ノ沢 31 18,600
駅前 54 32,400
旭町 52 31,200
但馬 88 52,800
観音 43 25,800
高校通り 46 27,600
荒屋敷 48 28,800
　　　計 939 562,700
●興田
八日町 95 57,000
前田野 48 28,800
大住 24 14,400
向山 63 37,800
天狗田 49 29,400

上天狗田 42 25,200
下沖田 35 21,000
沖田 31 18,600
小西 34 20,400
鳥海 84 50,400
小森 60 36,000
前畑 31 18,600
東丑石 49 29,400
西丑石 46 27,600
市ノ通 35 21,000
野田 50 30,000
遅沢 41 24,600
京津畑 41 24,600
上中川 45 27,000
中川 44 26,400
下中川 70 42,000
　　　計 1,017 610,200
●猿沢
猿沢１区 50 30,000
猿沢２区 40 24,000
猿沢３区 59 35,400
猿沢４区 39 23,400
猿沢５区 23 13,800
猿沢６区 34 20,400
猿沢７区 32 19,200
猿沢８区 45 27,000

猿沢９区 19 11,400
猿沢10区 44 26,400
猿沢11区 77 46,200
猿沢12区 31 18,600
猿沢13区 18 10,800
　　　計 511 306,600
●渋民
渋民１区 24 14,400
渋民２区 63 37,800
渋民３区 49 29,400
渋民４区 50 30,000
渋民５区 60 36,000
渋民６区 38 22,800
渋民７区 25 15,000
渋民８区 37 22,200
渋民９区 51 30,600
渋民10区 67 40,200
渋民11区 53 31,800
渋民12区 65 39,000
渋民13区 32 19,200
　　　計 614 368,400

①戸別募金 

4,130世帯
2,477,300円

あなたの募金はあなたの町へ  ～じぶんの町を良くするしくみ～

「あかいはねは　やさしさのしるし「あかいはねは　やさしさのしるし
 まちでみんなが幸せに暮らすために役立てられます」 まちでみんなが幸せに暮らすために役立てられます」

あなたの募金はあなたの町へ
赤い羽根共同募金



地区 事　　業　　所 募金額
大原 ㈱フリーデン大東農場 10,000
大原 ㈱岩手サントップ大東工場 10,000
大原 ㈱山友建設 10,000
大原 ㈲小山超硬 5,000
大原 ㈱サンエー 5,000
大原 ㈲小島オート 5,000
大原 友誠㈱ 5,000
大原 匠建工業㈱ 3,000
摺沢 社会福祉法人いわい砂鉄福祉会 5,000
摺沢 ㈱及友技建 10,000
摺沢 青柳建設㈱ 10,000
摺沢 一関商工会議所大東支所 3,000
摺沢 ヤハタ自動車販売㈲ 10,000
摺沢 ㈲佐甚商店 5,000
摺沢 NPO法人いわい地域支援センター 5,000
摺沢 小原書店 3,000
摺沢 佐藤歯科医院 10,000
摺沢 ㈲イトウケイ 5,000
摺沢 加藤建設㈱ 5,000
興田 ㈲トキラミネーション 5,000
興田 菊池内科医院 10,000
興田 社会福祉法人　一関秀和会 5,000
猿沢 ㈱及川商店 10,000
渋民 ㈱アーアル研究所 10,000
渋民 ㈲TECH　BODY 2,000
渋民 アオキ㈱ 5,000

企　業　名 募金額
神文ストア大原店 2,421
神文ストア摺沢店 5,564
フードパワーセンターバリュー摺沢店 3,896
クボホームセンター大東店 6,424
サンデーホームマート大東店 1,540
ファミリーマートやまだい大東店 568
ヤマザキデイリー大東猿沢店 943
ローソン大東摺沢店 923
セブンイレブンイレブン一関摺沢店 601

②法人募金 

26企業　171,000円

学　校　名 募金額
大原小学校児童会 9,172
大東小学校児童会 38,051
猿沢小学校児童会 9,000
大原中学校生徒会 8,982
興田中学校生徒会 28,883
大東高等学校生徒会 10,992
国際医療福祉専門学校一関校 3,000

③学校募金 

７校　108,080円

⑤協力店の募金箱 

9店舗　22,880円

５件　14,198円

募金額
猿沢保育園父母の会 6,976
一関市役所大東支所窓口募金 500
社協窓口募金 6,219
匿名 500
預かり利息 3

⑥その他 

④職域募金 

　20企業　145,391円

大原中学校生徒会
※順不同・敬称省略させていただきます。

大東小学校児童会

大原小学校児童会

大東高等学校生徒会興田中学校生徒会

猿沢小学校児童会

地区 事　業　所 募金額
大原 ㈱フリーデン大東農場 3,000
大原 ㈱岩手サントップ大東工場 550
大原 大原郵便局 3,000
大原 障がい者福祉サービス事業所　室蓬館 10,221
大原 地域活動支援センターだいとう 1,500
大原 匠建工業㈱ 2,000
摺沢 ㈱及友技建 5,000
摺沢 青柳建設㈱ 5,320
摺沢 NPO法人いわい地域支援センター 3,000
摺沢 岩手県立大東高等学校 19,500
摺沢 室蓬デイサービスセンター 1,000
摺沢 障がい者ケアホームビリーブ 1,000

興田 特別養護老人ホームひより
デイサービスセンターひより 3,403

渋民 ㈱アーアル研究所 20,583
渋民 介護老人保健施設ほうらい 5,484
渋民 渋民簡易郵便局 3,000
曽慶 養護老人ホーム　こはぎ荘 4,330

リビングハウスおおはら
グループホームなかがわ
グループホームすりさわ

3,000

一関市役所大東支所 20,500
一関市社会福祉協議会大東支部職員 30,000

}

}



令和３年12月１日から31日までの期間、展開して参りました「歳末たすけあい募金」に地域
の皆様からあたたかいお気持ちをたくさんお寄せいただきました。この募金は、関係機関や団
体と協力のもと、大東地域で支援を必要とする世帯（生活困窮世帯）に届けられました。

歳末たすけあい配分実績歳末たすけあい配分実績
●在宅者配分
生活困窮世帯264世帯
 1,694,000円
●地域福祉活動配分
①図書カード　15世帯
　25名　50,000円
　 ひとり親世帯（生活困窮世
帯）の高校3年生以下の未就
労の児童生徒への支援
② 一関市名産食品セット
（3,000円相当）　5世帯
　 ひとり親世帯（生活困窮世
帯）年末フードパントリー
事業申込世帯　

行政区名 戸数 募金額
●大原
上内野 46 13,800
中内野 36 10,800
下内野 38 11,400
上大原上 60 18,000
上大原下 68 20,400
山口 48 14,400
藤ヶ崎 33 10,100
払川 29 8,700
大久保 64 19,200
若宮上 72 21,600
若宮下 32 9,600
下大原 49 14,700
笠置 81 24,300
川内 55 16,500
中島 84 25,200
川原町 41 12,300
一市 29 8,700
六日町 76 22,800
立町 51 15,300
下町 55 16,500
　　　計 1,047 314,300
●摺沢
八幡 76 24,200
上摺沢 48 14,400

地区 事　業　所 募金額
大原 ㈱山友建設 20,000
大原 横田建設㈱ 10,000
大原 ㈱サンエー 5,000
大原 ㈲小島オート 10,000
大原 社会福祉法人いわい砂鉄福祉会 3,000
摺沢 小原石材工業㈲ 5,000
摺沢 ㈱及友技建 10,000
摺沢 青柳建設㈱ 5,000
摺沢 旭屋鉄工所㈲ 5,000
摺沢 NPO法人いわい地域支援センター 3,000
摺沢 佐藤歯科医院 10,000
摺沢 ㈲イトウケイ 5,000
摺沢 加藤建設㈱ 5,000
興田 スーパーすがわら 5,000
興田 菊池内科医院 10,000
興田 京津畑やまあい工房 5,000
猿沢 ㈱及川商店 10,000
渋民 ㈲TECH　BODY 2,000
渋民 介護老人保健施設ほうらい 5,000
曽慶 社会福祉法人室蓬会 10,000

〈実績内訳〉
①戸別募金 

②法人募金 
氏名・団体名 募金額

佐藤　勇 20,000
大東町民生児童委員協議会 50,000
渋民グラウンドゴルフ部一同 10,000
社協窓口募金 5,858
匿名 30,000
匿名 9,400
匿名（9名） 24,000

⑤その他募金 

栃折沢 28 8,400
源八 22 6,600
大金 20 6,000
長者 24 7,200
松原 25 7,500
羽根折沢 48 14,400
上町 54 16,200
仲町 26 7,800
沼田 73 21,900
下摺沢 81 24,300
流矢 28 8,400
小沼 24 7,200
堺ノ沢 31 9,300
駅前 54 16,200
旭町 51 15,300
但馬 88 26,400
観音 43 12,900
高校通り 46 13,800
荒屋敷 48 14,400
　　　計 938 282,800
●興田
八日町 95 28,500
前田野 48 14,400
大住 24 7,200
向山 63 18,900
天狗田 50 15,000

上天狗田 42 12,600
下沖田 35 10,500
沖田 31 9,300
小西 34 10,200
鳥海 84 25,200
小森 60 18,000
前畑 31 9,300
東丑石 49 14,700
西丑石 46 13,800
市ノ通 35 10,500
野田 50 15,000
遅沢 41 12,300
京津畑 41 12,300
上中川 45 13,500
中川 44 13,200
下中川 70 21,000
　　　計 1,018 305,400
●猿沢
猿沢１区 48 14,400
猿沢２区 42 12,600
猿沢３区 57 17,100
猿沢４区 40 12,000
猿沢５区 20 6,000
猿沢６区 33 9,900
猿沢７区 30 9,000
猿沢８区 46 13,800

猿沢９区 19 5,700
猿沢10区 43 12,900
猿沢11区 77 23,000
猿沢12区 31 9,300
猿沢13区 17 5,100
　　　計 503 150,800
●渋民
渋民１区 24 7,200
渋民２区 63 18,900
渋民３区 49 14,700
渋民４区 50 15,000
渋民５区 60 18,000
渋民６区 38 11,400
渋民７区 25 7,500
渋民８区 37 11,100
渋民９区 50 15,000
渋民10区 66 19,800
渋民11区 53 15,900
渋民12区 65 19,500
渋民13区 32 9,600
　　　計 612 183,600

20企業　143,000円

学　校　名 募金額
大東中学校生徒会 22,467

③学校募金 

１校　22,467円

事　業　所 募金額
一関市役所大東支所 185,000
一関市社会福祉協議会大東支部職員 81,000

④職域募金 

２企業　266,000円
15件　149,258円

4,118世帯
1,236,900円

大東中学校生徒会
※順不同・敬称省略させていただきます。

大東町民生児童委員協議会

◎実績報告◎実績報告（大東地域分）（大東地域分）
種　別 件　　数 募金額（円） 募　　金　　の　　内　　容

①戸別募金 4,118件（世帯）
※88行政区 1,236,900 各世帯からお寄せいただいた募金

②法人募金 20企業 143,000 町内の企業や事業所からお寄せいただいた募金
③学校募金 １校 22,467 町内の小中高等学校等の児童・生徒・学生からお寄せいただいた募金
④職域募金 ２企業 266,000 町内の企業、事業所で働いている職員の皆様から寄せられた募金
⑤その他募金 15件 149,258 団体や個人、窓口募金箱設置等でお寄せいただいた募金
合　計 4,156件 1,817,625

歳末たすけあい募金

～つながり ささえあう みんなの地域づくり～～つながり ささえあう みんなの地域づくり～



ふれあいひまわりサービスとは
　このサービスは、ひとり暮らし高齢者や高齢者
のみ世帯、障がい者、日中独居高齢者及び支援を
必要とする世帯等の方々に安否確認、生きがいづ
くりのため「ふれ愛ハガキ」をお届けします。

対象者（大東地域内）
（１）ひとり暮らし高齢者　（２）高齢者のみ世帯
（３）日中独居高齢者　（４）障がい者及び支援を必要とする者
　上記項目に該当し、本人の申し出により民生児童委員を通じて
申請された方
流　れ
① 学生やボランティア団体等の協力で「ふれ愛ハガキ」を作成し
ます
②「ふれ愛ハガキ」を申請登録された方に出します（不定期）
③ ハガキの表に「ひまわりサービス」スタンプを押印してます
④ 郵便局との協働事業により、外務員さんが本人への手渡しでお
届けし声がけ安否確認を行います
⑤ 不在の場合は、後日、もう一度お届けし、それでも不在のとき
は、不在メモで社協に還付されます
⑥ 還付された場合は、担当地区民生委員さんと連絡をとり安否を
確認します

※ 新型コロナウイルス感染症拡大により、安否確認の対応方法は変更になる
こともあります。

今年も玄関に門松が飾られ感謝

盤上で熱戦盤上で熱戦

　高橋良治さん、アイ子さん夫婦からデイサービスセンター興田
に門松を寄贈していただきました。高橋さ
ん制作の門松は、20年ほど前からデイサー
ビスセンターの玄関に毎年飾られています。
利用者の皆さんは、「玄関に門松が飾られる
とお正月が来るんだとわかる。ありがた
い。」と感謝していました。

　1月23日（日）に、大東コ
ミュニティセンターで一関市老
人クラブ連合会大東支部と大
東囲碁クラブ共催の新春囲碁
将棋大会が開催されました。

　囲碁や将棋の愛好者21名が
集まり、日頃の練習の成果を発
揮し熱き戦いを繰り広げていま
した。
　今年は、お年玉賞もあり新春
気分を満喫していました。

 大会の結果は、次のとおりです。 

囲碁の部Ａ　優　勝　　村上　嘉一　
　　　　　　準優勝　　佐藤　　弘　
　　　　　　３　位　　小山　　滋
　　　　　　お年玉賞　永澤　國雄、菊池　弘悦
囲碁の部Ｂ　優　勝　　佐藤　正夫
　　　　　　準優勝　　星　　雅雄　　
　　　　　　３　位　　佐藤　篤紀
　　　　　　お年玉賞　菊池　吉夫、岩渕　富榮
将棋の部　　優　勝　　菊池　　聰　　
　　　　　　準優勝　　足利　和昭　
　　　　　　３　位　　熊谷　幸次
　　　　　　お年玉賞　菊池　辰雄

　興田中学校では、生徒会活動の一環として、
ふれあいひまわりサービスのハガキ作成に取り
組みました。
　１年生は初めての取り組みで、何を書こうか
悩みながらも思い思いの言葉を書き、先輩たち
は、自分の近況を伝えつつ相手の体調を気遣う
言葉も添えていました。

全校生徒で全校生徒で
ふれ愛ハガキを作成ふれ愛ハガキを作成

ふれ愛ハガキ
の目印です。

（敬称略）



地区名 行政区 サロン名 開催日 開催場所

大
原

下中野 かじかの里サロン 毎月第４水曜日 下内野ふれあい会館
上大原上 上大原上サロン 毎月第３水曜日 上大原上ふるさと交流会館
上大原下 上大原下サツキ会 不定期（６回程度） 上大原下自治会館
藤ヶ崎 藤ヶ崎サロン 毎月15日　８月、１月休み 藤ヶ崎自治会館
若宮上 若宮サロン 不定期年５～６回 寿会館
川内 川内いきいきサロン 毎月第３木曜　８月、１月休み 川内自治会館
一市 いきいきサロン一市 毎月１回 一六会館

摺
沢

上摺沢 上摺沢ふれあいサロン 毎月１回不定期 上摺沢自治会館
大金 大金お茶飲会 月１回不定期　５月休み 大金公民館
松原 松原お茶飲み会 毎月１回第４日曜日 松原自治会館
下摺沢 下摺沢いきいきサロン（さくらの会） 毎月第２火曜 下摺沢自治会館
駅前 駅前いきいきサロン 毎月１回日曜日 大東コミュニティセンター
但馬 但馬ほっとサロン 毎月１回（協議して決める） 但馬崎会館
観音 観音いきいきサロン 毎月第３火曜日 観音会館
高校通り 高校通りおらほの会 毎月１回 高校通り公民館
荒屋敷 ひまわりの会 毎月第１火曜 大東コミュニティセンター

興
田

八日町 白菊サロン 毎月１回不定期 会員宅
八日町 八日町八輪楽クラブ 毎月３回８の日 八日町会館
八日町 八日町いきいきサロン 毎週水曜日 八日町会館
前田野 にこにこ会 毎月第１水曜日 前田野自治会館
向山 太陽 毎月第１日曜日 向山自治会館
下沖田 下沖田いきいきサロン 毎月第４火曜日 下沖田公民館
沖田 いきいきサロン麦の会 毎月１回６日 沖田自治会館
小西 ゆずの会 毎月第３木曜日 小西自治会館
小森 小森いきいきサロン 毎月第３水曜日 小森集会所
東丑石 上野むつみ会 年10回　不定期 丑石自治会館
中川 中川ほたるの会 毎月１回不定期 中川生活改善センター
下中川 下中川ふれあいサロン 毎月１回主に水曜日（８月除く） 下中川自治会館

猿
沢

猿沢２区 町方サロン 不定期（年９回） 中央自治会館
猿沢４区 大町裏お茶っこ会 毎月１回 峠自治会館
猿沢６区 寒七ふれあいサロン 不定期年４～８回 猿沢６区寒七自治会館
猿沢８区 サロン中野台 不定期 代表者宅
猿沢10区 猿沢10区気ママの会 毎月第３木曜日 10区台ヶ丘ふるさと交流会館

渋
民
渋民９区 渋民九区二十日会 毎月１回20日 東山郷自治会館
渋民10区 渋民十区十日会 毎月１回10日前後 渋民10区中央会館

曽
慶

渋民１区 ふれあいサロン楽 （々らら） 毎月２回 曽慶１区自治会館
渋民２区 うぐいすの会 毎月第２火曜日 曽慶２区研修会館
渋民２区 曽慶第２区週活サロン 毎週金曜日 曽慶２区研修会館
渋民３区 前の沢お気楽クラブ 毎週月曜日 前の沢公民館
渋民４区 あじさいの会 毎月第３水曜日 曽慶４区自治会館
渋民６区 なごみサロン 不定期 曽慶６区自治会館
渋民13区 曽慶13区むつみ会 不定期（年13回） 曽慶13区自治会館

コロナ禍だからこそ、繋がるふれあいサロン！！
大東地域にふれあいサロンを広めよう

令和３年度令和３年度
ふれあいサロン交流会ふれあいサロン交流会
の中止についての中止について

　３月12日（土）に交流会の開催
を予定しておりましたが、新型コ
ロナウイルス感染症急拡大に伴い
中止することといたしましたので、
お知らせいたします。
　なお、市内のふれあいサロンの
活動状況等については、紙面を通
じて情報の共有を図る予定です。
　また、令和４年度のふれあいサ
ロン活動助成や活動保険の助成申
請のご案内は、後日、サロン代表
者様にお送りいたします。新規で
活動助成を検討している団体の方
は、お問合せください。

　ふれあいサロンは、地域の誰もが「気
軽に楽しく」参加できる活動です。生
きがいづくりや介護予防にも繋がりま
す。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大に伴い、集まる活動や季節行事など
制約されるなかでも、サロンの仲間同
士が電話などを通じて心の通いの場が
あれば、生きがいづくりに繋がります。
　お互いがお互いを気にしあうことで
見守り活動や地域のネットワークづく
りが構築されます。
　「地域で新しく活動してみたい」、「ふ
れあいサロンって聞いたことあるけど
…」、「ちょっと内容聞いてみたい」と
思っている地域の皆さん、お気軽にご
相談ください。
　令和３年度、社会福祉協議会にふれ
あいサロン活動助成の申請をされた42
団体は表のとおりです。

問合せ先
一関市社会福祉協議会大東支部

　電話 71－1177



・菊　池　清　喜　様（猿沢） 100,000 円
・（故）小野寺　雪　子　様（摺沢） 50,000 円
・小　山　　　勝　様（興田） 30,000 円
・菊　地　秀　男　様（猿沢） 50,000 円
・松　田　光　司　様（興田） 50,000 円

・熊　谷　昭　子　様（渋民） 30,000 円
・及　川　定　男　様（猿沢） 50,000 円
・産直ふるさと大東
　組合長　菅　原　豊　一　様 55,941 円

・匿　　　　　名 紙オムツ 20 枚
 はくパンツ 102 枚

尿とりパッド 310 枚
 防水シーツ 15 枚
 おしりふき
 からだふき
 洗浄剤ほか

・ケアタクシー小野
　小　野　靖　信　様（大原） はくパンツ 54 枚

一
般
寄
付

物
品
寄
付

～まごころ寄付～ 令和３年11月１日から令和４年１月31日まで

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、ひとり暮らし高齢者の集いや
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。

生 活 福 祉 資 金 の ご 案 内
～教育支援資金～
　 　教育支援資金は、高校、大学、短大、専門学校等への就学に際し必要な経費「教育支援費」（授業料、定期代等）と
「就学支援費」（入学金、制服、教科書等の購入費）の２つがあります。
　 　この資金制度は、日本学生支援機構の奨学金制度や国の教育ローン、母子父子寡婦福祉資金貸付（母子父子世帯の
方）などの他制度の利用が優先になります。

◎対象となる世帯
　・低所得世帯　（世帯の収入が一定基準以下の世帯）
　　※ 一定基準とは、おおむね市町村民税非課税程度、又は生活保護法に基づく生活保護基準額の1.7倍程度
　・生活保護世帯
◎ 利用に際しては、就学者が借受人となり、世帯の生計中心者又は就学者の親権者が連帯借受人として加わらなければな
りません。連帯借受人がいない場合等は、連帯保証人が必要となります。

◎ この貸付資金は、申込時から償還完了までお住まいの地区の担当民生委員及び社会福祉協議会の関係者が借受人世帯の
相談支援を行います。

　※世帯の状況に応じて、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等の支援をご利用いただくことがあります。

※ 市町村社会福祉協議会で申込みをし岩手県社会福祉協議会で審査決定いたしますので、時間を要します。貸付を検討さ
れている方は、お早めにご相談ください。
　 　● 連絡先 ● 一関市社会福祉協議会大東支部（電話71－1177）

資金種類 貸　　付　　限　　度　　額 据置期間 返済期間 貸付利子

教
育
支
援
資
金

教育支援費

①高等学校（専修学校高等課程含む。）　月額35,000円以内
②高等専門学校　月額60,000円以内
③短期大学（専修学校専門課程含む。）、専門職短期大学
　月額60,000円以内
④大学、専門職大学　月額65,000円以内
※上記の貸付限度額では学費が不足する場合など、一定の要件に
該当する場合には、教育支援費の貸付限度額を1.5倍とすること
が可能となりました。（平成28年２月以降貸付決定分から）

卒業後６月
以内

据置期間経過後
20年以内 無利子

就学支度費 500,000円以内

資
金
の
種
類
と
内
容

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和４年２月から４月まで事業の実施を見合わせる
ことといたします。
　65歳以上の方の３回目の新型コロナワクチン接種状況や感染状況を確認しながら、令和４年度
５月以降の実施については、改めてお知らせいたします。
※実施時期については、例年と異なる場合もあります。 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



　ボッチャと試合用のシートを購入しました。
　地域での活動や学校の活動等にご利用ください。
　貸出については、事前予約になります。
　※ ボッチャのシートは、横３ｍ×縦６ｍで大きめです。
連絡先  一関市老人クラブ連合会大東支部　電話71－1177

ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険に加入しませんかボランティア活動保険・ボランティア行事用保険に加入しませんか
　　～令和４年度分の手続きも受付中～　　～令和４年度分の手続きも受付中～

令和４年度地域の支え合い活動応援事業令和４年度地域の支え合い活動応援事業地域の支え合い活動を応援します♪

　地域で身近な福祉課題に取り組んでいる団体または住民に向けた福祉サービスを行う団体が自ら企画・実施
する事業に助成を行います。
 助 成 額 
　　対象経費の総額の範囲内で
　　１団体５万円以内。
 助成総額 30万円
 問合せ先 一関市共同募金委員会大東地区事務所（市社協大東支部内）
　　　　　　〒029-0521 一関市大東町渋民字大洞地55番地８　TEL 71－1177
　　　　　　※詳細は、ホームページ（https://www.ichinoseki-shakyo.com/）でもご確認いただけます。

時期 応募受付開始日 応募締切日 助成金交付時期（予定）
第１回 令和４年２月１日（火） 令和４年５月31日（火） 令和４年６月末
第２回 令和４年６月１日（水） 令和４年９月30日（金） 令和４年10月末
第３回 令和４年10月３日（月） 令和４年12月23日（金） 令和５年１月末

 応募期間と助成決定時期 

ボッチャ用具を貸出します

● ボランティア活動保険
　日本国内におけるボランティア活動中におこる様々な事故に対する備えとして、無償で活動するボラ
ンティアの方々のための補償制度です。
　令和４年度から「特定感染症重点プラン」が新設されました。
【新設】特定感染症重点プラン
新規加入の場合、従来の補償プランでは補償開始日から10日以内に発病した特定感染症については
補償の対象となりませんでしたが、補償開始日から補償の対象となるプランです。

団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用　

保険金の種類　　　　　　　補償プラン 基本プラン 天災・地震補償プラン【新設】特定感染症重点プラン

ケガの
補償

死亡保険金 1,040万円
後遺障害保険金 1,040万円（限度額）
入院保険金日額 6,500円

手術保険金 入院中の手術 65,000円
外来の手術 32,500円

通院保険金日額 4,000円

特定感染症 補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

地震・噴火・津波による死傷 × 〇 〇
賠償責任
の補償

賠償責任保険金
（対人・対物共通） ５億円（限度額）

年間保険料 350円 500円 550円
　＊４月１日付で前年度から継続して契約された場合は初日から補償します。

● ボランティア行事用保険
　ボランティアの団体や社会福祉協議会などが主催者となり、地域福祉活動やボランティア活動の一環
として行う各種行事における様々な事故に対する補償制度です。※内容等については、お問合せください。

　問合せ・手続き窓口　一関市社会福祉協議会大東支部　電話 71－1177　

【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


