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笑顔の明日　新しい福祉のカタチ

　令和４年11月20日（日）に、大東コミュニティセンター室蓬ホールを会場に社協大東ふくし祭り「ゆいっこ
広場」を、３年ぶりに開催しました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、従来のお祭りとはかたちを変えての開催となりましたが、オープ
ニングイベントの大東高校鹿踊り部の演舞で開会し、ゆいっこ広場川柳の表彰式と入選作品紹介、サロン活動紹
介映像の放映を行い、ふれあいサロン関係者、地区福祉活動推進協議会等から多くのご参加をいただきました。

令和４年度社協大東ふくし祭り「ゆいっこ広場」

笑顔の明日　新しい福祉のカタチ
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　令和４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。

あなたの募金はあなたの町へ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 〜〜 じぶんの町を良くするしくみ 〜

◎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 4,084件（世帯）※88行政区 2,450,400 各世帯からお寄せいただいた募金
② 法 人 募 金 30企業 200,000 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 ５校 76,231 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 21企業 136,393 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 ８店舗 21,905 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いただいた募金
⑥ 個人その他募金 ６件 24,101 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 2
合 計 4,155件 2,909,032

〈実績内訳〉
①戸別募金
 行政区名   戸数    募金額  
●大原	 	
上内野 45 27,000
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 32 19,200
払川 29 17,400
大久保 63 37,800
若宮上 70 42,000
若宮下 32 19,200
下大原 50 30,000
笠置 83 49,800
川内 55 33,000
中島 82 49,200
川原町 35 21,000
一市 28 16,800
六日町 77 46,200
立町 51 30,600
下町 53 31,800
　　　計	1,035	 621,000

●摺沢
八幡 80 48,000
上摺沢 46 27,600

栃折沢 28 16,800
源八 21 12,600
大金 20 12,000
長者 24 14,400
松原 25 15,000
羽根折沢 47 28,200
上町 55 33,000
仲町 26 15,600
沼田 75 45,000
下摺沢 80 48,000
流矢 28 16,800
小沼 24 14,400
堺ノ沢 31 18,600
駅前 52 31,200
旭町 50 30,000
但馬 88 52,800
観音 42 25,200
高校通り 44 26,400
荒屋敷 49 29,400
　　　計	 935	 561,000

●興田
八日町 95 57,000
前田野 49 29,400
大住 27 16,200
向山 63 37,800
天狗田 50 30,000

上天狗田 40 24,000
下沖田 35 21,000
沖田 30 18,000
小西 32 19,200
鳥海 83 49,800
小森 60 36,000
前畑 31 18,600
東丑石 46 27,600
西丑石 45 27,000
市之通 34 20,400
野田 50 30,000
遅沢 40 24,000
京津畑 40 24,000
上中川 45 27,000
中川 44 26,400
下中川 69 41,400
　　　計	1,008	 604,800

●猿沢
猿沢１区 49 29,400
猿沢２区 40 24,000
猿沢３区 56 33,600
猿沢４区 42 25,200
猿沢５区 22 13,200
猿沢６区 34 20,400
猿沢７区 31 18,600
猿沢８区 44 26,400

猿沢９区 18 10,800
猿沢10区 43 25,800
猿沢11区 76 45,600
猿沢12区 32 19,200
猿沢13区 17 10,200
　　　計	 504	 302,400

●渋民
渋民１区 24 14,400
渋民２区 62 37,200
渋民３区 49 29,400
渋民４区 48 28,800
渋民５区 58 34,800
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 48 28,800
渋民10区 64 38,400
渋民11区 53 31,800
渋民12区 64 38,400
渋民13区 32 19,200
　　　計	 602	 361,200

4,084世帯
2,450,400円

赤い羽根共同募金

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　⃝各地区福祉活動への支援事業
⃝在宅介護者の集い事業　⃝ふくし祭りゆいっこ広場事業　　⃝心配ごと相談事業
⃝支部社協だより発行　など
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④職域募金	　　	　　　　　　　
地区 事　業　所 募金額
大原 大原郵便局 3,000 
大原 ㈱岩手サントップ大東工場 337 
大原 ㈱匠建工業 5,000 
大原 ㈱フリーデン大東農場 3,000 
大原 宅朗所いわい 3,000 
大原 リビングハウスおおはら 3,000 
摺沢 青柳建設㈱ 5,192 
摺沢 ㈱及友技建 5,000 
摺沢 グループホームすりさわ 3,000 
摺沢 室蓬デイサービスセンター 1,633 
摺沢 障がい者ケアホームビリーブ 1,000 
摺沢 宅朗所すりさわ 3,000 
摺沢 大東高等学校職員 19,500 
興田 グループホームなかがわ 3,000 
興田 社会福祉法人一関秀和会 4,080 
猿沢 にこにこプラザだいとう 2,254 
曽慶 養護老人ホームこはぎ荘 3,879 
渋民 一関渋民簡易郵便局 3,000 
渋民 ㈱アーアル研究所 17,968 

一関市役所大東支所 17,050 
社協大東支部 29,500 

21企業　136,393円

大原小学校児童会 猿沢小学校児童会

大東小学校児童会 大東高等学校生徒会

②法人募金	　　	　　　　　　　
地区 事　業　所 募金額
大原 ㈱岩手サントップ大東工場 10,000 
大原 ㈱サンエー 3,000 
大原 ㈱フリーデン大東農場 10,000 
大原 ㈱山友建設 10,000 
大原 ㈱友誠 5,000 
大原 順茶屋 3,000 
大原 ㈲小島オート 10,000 
大原 ㈲小山超硬 10,000 
摺沢 青柳建設㈱ 10,000 
摺沢 石川歯科医院 2,000 
摺沢 一関商工会議所大東支所 3,000 
摺沢 NPO法人いわい地域支援センター 5,000 
摺沢 岩手農蚕㈱一関営業所 3,000 
摺沢 ㈱及友技建 10,000 
摺沢 ㈱加藤建設 5,000 
摺沢 菅野内科医院 10,000 
摺沢 佐藤歯科医院 10,000 
摺沢 社会福祉法人いわい砂鉄福祉会 5,000 
摺沢 ヤハタ自動車販売㈲ 10,000 
摺沢 ㈲イトウケイ 5,000 
摺沢 ㈲佐甚商店 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 
興田 社会福祉法人一関秀和会 5,000 
興田 やまき菅原商店 6,000 
興田 ㈲千田輪業 5,000 
猿沢 ㈱いわい 10,000 
渋民 一関渋民簡易郵便局 3,000 
渋民 ㈱アーアル研究所 10,000 
渋民 ㈲TECH　BODY 2,000 

30企業　200,000円

③学校募金	　　	　　　　　　　
地区 学　校　名 募金額
大原 大原小学校児童会 6,849 
摺沢 国際医療福祉専門学校一関校 4,291 
摺沢 大東高等学校生徒会 6,425 
摺沢 大東小学校児童会 50,166 
猿沢 猿沢小学校児童会 8,500 

５校　76,231円

⑤協力店の募金箱	　	　　　　　
地区 企　業　名 募金額
大原 神文ストア大原店 3,104 
大原 サンデーホームマート大東店 1,358 
摺沢 神文ストア摺沢店 4,729 
摺沢 クボホームセンター大東店 6,919 
摺沢 セブンイレブン一関摺沢店 1,401 
摺沢 ファミリーマートやまだい大東店 1,912 
摺沢 ローソン大東摺沢店 1,637 
猿沢 ヤマザキデイリー大東猿沢店 845 

８店舗　21,905円

⑥個人その他募金	　　	　　　　
募金額

個人（匿名） 7,050
個人（匿名） 100 
一関市役所大東支所（窓口） 222 
ゆいっこ広場募金箱 1,600 
デイサービスセンター興田 14,140 
社協大東支部窓口募金箱 989 
預かり利息 2

７件　24,103円

※敬称省略させていただきます。
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　令和４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
温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に届けられました。

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

◎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 4,080件（世帯）※88行政区 1,225,500 各世帯からお寄せいただいた募金
② 法 人 募 金 24企業 152,000 町内の企業や事業所からお寄せいただいた募金
③ 職 域 募 金 ３企業 274,407 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
④ 個人その他募金 8件 78,879 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 4,115件 1,730,786

〈実績内訳〉
①戸別募金
 行政区名   戸数    募金額  
●大原	 	
上内野 45 13,500
中内野 36 10,800
下内野 38 11,400
上大原上 60 18,000
上大原下 67 20,100
山口 48 14,400
藤ヶ崎 32 9,800
払川 29 8,700
大久保 63 18,900
若宮上 70 21,000
若宮下 32 9,600
下大原 50 15,000
笠置 83 24,900
川内 55 16,500
中島 82 24,600
川原町 35 10,500
一市 28 8,400
六日町 77 23,100
立町 51 15,300
下町 53 15,900
　　　計	1,034	 310,400

●摺沢
八幡 80 24,700
上摺沢 46 13,800

栃折沢 28 8,400
源八 20 6,000
大金 20 6,000
長者 24 7,200
松原 25 7,500
羽根折沢 47 14,100
上町 55 16,500
仲町 26 7,800
沼田 75 22,500
下摺沢 80 24,000
流矢 28 8,400
小沼 24 7,200
堺ノ沢 31 9,300
駅前 52 15,600
旭町 49 14,700
但馬 88 26,400
観音 42 12,600
高校通り 44 13,200
荒屋敷 49 14,700
　　　計	 933	 280,600

●興田
八日町 95 28,500
前田野 49 14,700
大住 27 8,100
向山 63 18,900
天狗田 50 15,000

上天狗田 40 12,000
下沖田 35 10,500
沖田 30 9,000
小西 32 9,600
鳥海 83 24,900
小森 60 18,000
前畑 31 9,300
東丑石 46 13,800
西丑石 45 13,500
市之通 34 10,200
野田 50 15,000
遅沢 40 12,000
京津畑 40 12,000
上中川 45 13,500
中川 44 13,200
下中川 69 20,700
　　　計	1,008	 302,400

●猿沢
猿沢１区 45 13,500
猿沢２区 43 12,900
猿沢３区 59 17,700
猿沢４区 40 12,000
猿沢５区 20 6,000
猿沢６区 32 10,000
猿沢７区 30 9,200
猿沢８区 45 13,500

猿沢９区 19 5,700
猿沢10区 42 12,600
猿沢11区 76 22,800
猿沢12区 32 9,600
猿沢13区 17 5,100
　　　計	 500	 150,600

●渋民
渋民１区 24 7,200
渋民２区 62 18,600
渋民３区 49 14,700
渋民４区 48 14,400
渋民５区 58 17,400
渋民６区 39 11,700
渋民７区 25 7,500
渋民８区 37 11,100
渋民９区 49 14,700
渋民10区 65 19,500
渋民11区 53 15,900
渋民12区 64 19,200
渋民13区 32 9,600
　　　計	 605	 181,500

4,080世帯
1,225,500円

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 ⃝対象世帯  254世帯　⃝配分金額  1,629,000円

地域福祉活動配分 ⃝図書カード  58,000円分
　ひとり親世帯の高校３年生までの児童生徒  16世帯29名
⃝ホールケーキ２個　10,000円分
　子ども食堂12月開催に対する年末行事セット  １団体
⃝やさいセット　24,000円分
　ひとり親世帯（冬休みフードパントリー事業申込者）  ８世帯

歳末たすけあい募金
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大東町民生児童委員協議会

　今年も鳥海字細田の高橋良治様から、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。高橋さんからの門松の寄贈は20年以上も
続けていただいており、利用者の皆さんからは、

「今年もお正月が来るなあ」と感慨深い声が聞こ
えてきました。ありがとうございました。

高齢者健康づくり教室事業の中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため１月まで休止しておりましたが、ボイラー故障のため、当分の間
事業の実施を見合わせる旨、大東支所保健福祉課から連絡がありました。

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

今年も玄関に門松が届きました！今年も玄関に門松が届きました！

　１月29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。
　前年度大会を超える囲碁や将棋の愛好者23名が集まり、各々が経験と知略
を巡らせ熱き戦いを繰り広げていました。当大会は、参加費無料、入賞品有り、
大東町内在住で60歳以上の方であれば誰でも参加いただける大会です。

囲碁の部Ａ囲碁の部Ａ
優　　勝　村上　嘉一
準 優 勝　佐藤　健一
第 ３ 位　三浦　　巧
お年玉賞　小山　　滋

結	果（敬称略）

囲碁の部Ｂ
優　　勝　佐藤　正夫
準 優 勝　岩渕甲治郎
第 ３ 位　菊池　　覚
お年玉賞　佐藤　篤紀

将棋の部
優　　勝　足利　和昭
準 優 勝　那須　勝雄
第 ３ 位　菊池　　聰
お年玉賞　熊谷　幸次

盤上での熱戦

感謝

※敬称省略させていただきます。

②法人募金
地区 事　業　所 募金額
大原 ㈱サンエー 3,000 
大原 ㈱匠建工業 5,000 
大原 ㈱山友建設 10,000 
大原 ㈱友誠 5,000 
大原 順茶屋 3,000 
大原 ㈲小島オート 10,000 
摺沢 青柳建設㈱ 10,000 
摺沢 石川歯科医院 2,000 
摺沢 一関商工会議所大東支所 3,000 
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 小原石材工業㈲ 5,000 
摺沢 ㈱及友技建 10,000 
摺沢 ㈱加藤建設 5,000 
摺沢 佐藤歯科医院 10,000 
摺沢 社会福祉法人いわい砂鉄福祉会 5,000 
摺沢 ㈲イトウケイ 5,000 
興田 菊池内科医院 10,000 

地区 事　業　所 募金額
興田 やまき菅原商店 6,000 
興田 ㈲千田輪業 5,000 
猿沢 ㈱いわい 10,000 
猿沢 ㈱及川商店 10,000 
曽慶 社会福祉法人室蓬会 10,000 
渋民 ㈲TECH　BODY 2,000 

24企業　152,000円

③職域募金	　　	　　　　　　　
地区 事　業　所 募金額
猿沢 にこにこプラザだいとう 1,907 

一関市役所大東支所 184,500 
社協大東支部 88,000 

3企業　274,407円

④個人その他募金	　　　　　　
地区 募金額
猿沢 猿沢保育園父母の会 7,829 

大東町民生児童委員協議会 50,000 
個人（匿名） 7,050 
個人（匿名） 3,000 
個人（匿名） 3,000 
個人（匿名） 2,000
個人（匿名） 3,000
個人（匿名） 3,000

８件　78,879円
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　ふれあいサロンは、地域の誰もが「気軽に無理なく楽しく」参加できる活動で、生きがいづくりや介護予防にも
つながります。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一定の制約もありますが、
サロンの仲間同士が電話等で近況を確認し合う等、お互いを気にしあうことで見守り活動にもなり、地域のネット
ワークも作られます。
　「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…」、「ちょっと内容を聞いてみたい」
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４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36団体です。

問合せ先　一関市社会福祉協議会大東支部　電話 71-1177

地区名 行 政 区 サ ロ ン 名 開　催　日 開 催 場 所

大　
原

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 大原若宮上寿会館
川 内 川内いきいきサロン 毎月第３木曜日　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 一六合同会館

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 毎月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火曜日 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 室蓬ホール
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火曜日 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 向山ゲートボール場
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
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 ６ 区 寒七ふれあいサロン 不定期（年４～８回） 猿沢６区寒沢自治会館
猿 沢 ８ 区 サロン中野台 不定期（年６回） 新渡戸振興センター

曽　
慶

曽 慶 １ 区 ふれあいサロン楽々（らら） 毎月２回（第２、第４火曜日） 曽慶１区自治会館
曽 慶 ２ 区 うぐいすの会 毎月第２火曜日 曽慶第２区研修会館
曽 慶 ２ 区 曽慶第2区週活サロン 毎週金曜日 曽慶第２区研修会館
曽 慶 ４ 区 あじさいの会 毎月第３水曜日 曽慶４区自治会館
曽 慶 ６ 区 なごみサロン 不定期 曽慶６区自治会館
曽慶13区 曽慶13区むつみ会 不定期（年13回） 曽慶13区自治会館

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 渋民十区中央会館

地域でつながる ふれあいサロン！地域でつながる ふれあいサロン！
大東地域にふれあいサロンを広めよう大東地域にふれあいサロンを広めよう
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一
般
寄
付

〜まごころ寄付〜 令和４年11月１日から令和５年１月31日まで

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。

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。

熊　谷　芳　昭　様（猿沢） 50,000円
及　川　智　子　様（興田） 100,000円
伊　東　隆　葊　様（大原） 30,000円
菅　原　康　正　様（曽慶） 50,000円
菊　池　光　謙　様（摺沢） 100,000円
山　内　良　則　様（曽慶） 30,000円
芦　　　長　喜　様（渋民） 50,000円
小　山　竹　男　様（興田） 50,000円

物
品
寄
付

伊　東　隆　葊　様（大原）
紙 オ ム ツ 20枚
尿 取 り パ ッ ド 39枚
は く パ ン ツ 16枚
汚れ防止シーツ 14枚

及　川　悠　史　様（興田） 50,000円
金　野　玲　子　様（大原） 50,000円
小　原　　　創　様（北上市） 100,000円
大東芸術文化協会摺沢支部
会　長　浦　野　清　子　様　　10,000円

産直ふるさと大東
組合長　菅　原　豊　一　様　　52,862円

匿　　　名 紙 オ ム ツ 26枚
尿 取 り パ ッ ド 56枚
おしり拭きシート 1個

匿　　　名 紙 オ ム ツ 15枚
尿 取 り パ ッ ド 44枚

匿　　　名 尿 取 り パ ッ ド 46枚
は く パ ン ツ 21枚

　教育支援資金は、高校、大学、短大、専門学校（専修学校専門課程）、専門職大学、専門職短期大学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「就学支度費」（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、また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、世帯の生計中心者また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。

生活福祉資金（教育支援資金）のご案内生活福祉資金（教育支援資金）のご案内

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

　※�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

皆様から頂戴した品物は、大東地域の介護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。

資
金
の
種
類
と
内
容



【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。

令和５年度地域の支え合い活動応援事業令和５年度地域の支え合い活動応援事業
　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  40万円
 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　電話 71-1177
※詳細は、一関市社会福祉協議会ホームページ（https://www.ichinoseki-shakyo.com）でもご確認いただけます。

 応募期間と助成決定時期   
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５年２月１日（水） 令和５年 5月31日（水） 令和５年 7月18日（火）
第2回 令和５年６月１日（木） 令和５年 8月31日（木） 令和５年10月16日（月）
第3回 令和５年９月１日（金） 令和５年11月30日（木） 令和６年 1月15日（月）

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
　 　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。

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 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 × ○ ○
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。

ボッチャ用具を貸出します
　ボッチャ用具一式を貸出しします。地域での活動や学校での活動等にご利用くださ
い。貸出しについては事前のご予約をお願いします。シートだけ、ボールセットだけ
の貸出しも可能です。ルールについても資料提供等いたしますので、お声がけください。
※ ボッチャシートは、 縦６m×横３m で大きめです。ロール状に丸めてありますが、

長さが３m程になりますので、運搬する際はお車のご用意をお願いします。
 問合せ先   一関市社会福祉協議会大東支部　電話 71-1177

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。

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

令和５年度分の
手続きも受付中

地域の支え合い活動を応援します

「DAITO支部社協だよりゆいっこ」No.85に掲載しました次の記事におきまして、誤りがありました。
　　　２ページ　「いつまでもお元気で　健康長寿をお祝い」　曽慶地区敬老記念品のお届けについて
　　　　　　　　（正）��曽慶13区　岩渕　俊美　自治会長
皆様にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。

お詫びと
訂正


