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赤い羽根共同募金
運動が始まりました！
ガチャガチャで募金を
してみませんか？
田子町共同募金委員会では、10月１日からスタートの
赤い羽根共同募金運動に向けて、「赤い羽根」と田子町の
人気キャラクター「たっこ王子」がコラボしたピンバッジ
を製作しました。このピンバッジは、イベント等で500円
以上募金された方に１個進呈しており、昨年度に引き続き
２回目の試みです。昨年はにんにくとべごまつりや田子町
社会福祉大会、田子町社協窓口でピンバッジ募金を実施
し、たくさんの方々にご寄付をいただきました。ご協力い
ただいた皆さま、ありがとうございました。
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響から、町内外
でイベントの中止が相次ぎ、従来のような募金活動が難し
い状況となりました。そこで募金活動をより多くの方に
知ってもらうため、田子町ガーリックセンター様のご協力
によりピンバッジのガチャガチャを設置させていただきま
した。

１回500円で回すことができ、代金は赤い羽根共同募金へ
寄付され、田子町の福祉活動の推進に役立てられます。ガー
リックセンターへお越しの際には是非チャレンジしてみてく
ださいね！ただし500円硬貨は使用できませんので、両替が
ないよう100円硬貨5枚のご用意をお願いします。
また、昨年度と同様に田子町社協窓口でもピンバッジ募金
を実施しておりますので、こちらもどうぞよろしくお願い致
します。
今年度のピンバッジ

この社協だよりは社協会費と共同募金配分金により発行しています。
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10月１日から３月31日まで全国一斉に赤い羽根共同募金が
始まりました。
昨年度は皆さまの善意とご協力により、1,498,753円の募金
をお寄せいただきました。その中から1,160,000円が今年度配

10月から
福祉協力員（募金
ボランティア）の方が
募金のお願いに伺います。
今年度も募金にご協力
お願いいたします。

分され、地域福祉の推進のために活用されています。その他は
県内の福祉関係団体やボランティアの活動支援、災害準備金等
の福祉活動へ助成されています。

今年の募金
目標額

1,380,000円

弁護士による
専門相談の
実施

社会福祉大会

福祉協力校助成

今年度集まった募金でこのような事業の実施を計画しています(令和3年度実施予定)

災害時支援
物品購入

機関誌の発行

ほっとできる
居場所づくり
※1

※１

令和元年度までは「障害者福祉事業」として、障がい者や高齢者の社会参加や地域交流の場づくりの推進を掲げる事業でしたが、
令和２年度から事業対象者を全地域住民に拡大したことに伴い、事業名を「ほっとできる居場所づくり」へ変更しました。

※福祉協力員の皆さまへ

募金活動の際は必ずマスクを着用し、新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただきますようお願いいたします。

令和２年７月豪雨災害義援金のお知らせ
令和２年７月の大雨災害によって被災された皆さまへ心よりお見舞い申し上げます。
中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に下記のとおり義援金募集を実施しております。ご寄付さ
れる際は、下記口座へ直接送金いただくか、田子町共同募金委員会（田子町社会福祉協議会内）へお持ちくださるようお
願いします。

受付期間：令和２年７月13日（月）〜令和２年12月28日（月）

義援金受け入れ口座
金融機関

支店名

口座番号

ゆうちょ銀行

―

00140-4-325150

三井住友銀行

東京公務部

りそな銀行

東京公務部

※ゆうちょ銀行
※三井住友銀行
※り そ な 銀 行

普通預金
０１４８４８３
普通預金
０１２６８０７

口座名義
中央共同募金会令和２年
７月豪雨災害義援金
（福）中央共同募金会
（福）中央共同募金会

同行各店舗・郵便局の貯金窓口からの払込書による送金手数料は無料。
同行本支店間の窓口及びＡＴＭからの振込手数料は無料。
りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びＡＴＭからの振込手数料は無料。
みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。

田子町共同募金委員会へお寄せいただいた義援金は、青森県共同募金会を通じて中央共同募金会へ送金されます。中央
共同募金会は義援金募集を行っている県（熊本県、福岡県、鹿児島県、佐賀県、山形県）の被災状況に応じた按分率に基
づき各県に送金し、被災者へ配分されます。皆さまの温かいご支援、ご協力よろしくお願い致します。

＜問い合わせ先＞田子町共同募金委員会（田子町社会福祉協議会内） ☎32-4045
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絵はがき配布事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、地域活動が自粛される
中で、長時間自宅にいる高齢者が多くなっています。社会福祉協議会
が目指す「ほっとできる居場所」もつくれない状況にあるなか、本事
業は学童保育を利用している子どもたちから絵葉書を書いてもらい、

実際の
アンケート

高齢者に配布することで、家にいながらでも「つながり」を実感・確
認してもらえるように実施しました。
対象となったのは社会福祉協議会で実施している「寄りあいっこ」
と「ふれあい・いきいきサロン」に参加している75歳以上の参加者
で、はがきには子どもたちの絵の他に、体調や困りごとについてのア
ンケートや、今の気持ちを川柳にして答えていただきました。
なお、アンケート結果と川柳は次号でご紹介いたします。

◎学童の子どもたちにつくってもらった絵はがきを一部お見せします
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5月

❁
❁

❁菜の花畑の迷路❁

❁
〈横浜町〉

令和元年度

９月

青龍寺
昭和大仏参拝

＆

日本一大きい座像
高さ 二一 三
.五 メートル
重さ 二二〇〇 トン

南部煎餅の郷

真言 おんあびらうんけん

ぼけ除け観音様と
いっしょにポーズ

2月

チョコレート工場２door

1月
田子幼稚園
おしるこ会ご招待

みんなでけん玉の
絵付けに挑戦！
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６月
シーガルビューホテル

♫

ランチと温泉でリラックス。
カラオケで盛り上がろ♪

🎶🎶

カラオケチャレンジ！
好きな歌を１曲熱唱して♪
歌ったら２コマ進む

〈八戸市〉

8月
観光遊覧船シャーク号
＆八食センター

７月
十和田イオン
スーパーセンターで
お買い物♪
〈十和田市〉

〈八戸市〉

お池のお地蔵様にえいっ！

ご住職は
田子町ゆかりの方

10月
なかよしファームで
ブドウ狩り

寺
参拝

〈南部町〉

ホタテまいう～ (⋈◍＞◡＜◍)。✧♡

12月

待
11月
温泉でほっこり。
帰りはカブセンターに
寄りました

田子町
社会福祉大会
写真販売
楽しみ～💛💛
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ほのぼの協力員・福祉協力員の皆さま、
お世話になります！

手話体験授業を実施しました！

ソーシャルディスタンスを守っています！

身振り手振りだけで伝わるかな？

７月15日と16日に、福祉協力員研修会を「三密」を避ける
ため、３つの地域に分けて開催しました。例年はほのぼの協
力員との合同研修会を開催していましたが、新型コロナウイ
ルス感染症予防の観点から、今年度はほのぼの協力員の皆さ
まには資料のみとなりました。
今回の研修会は「ほのぼのコミュニティ21推進事業」と
「福祉協力員の役割」について、「社協会費」と「赤い羽根共
同募金」の集め方、使い道について説明をしました。また意
見交換も行い、コロナ渦での事業活動について具体的な質問
もあり、社協事業について理解を深めて頂く研修会となりま
した。
ほのぼの協力員、福祉協力員の皆さまには大変な時期では
ありますが、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
また、町民の皆様におかれましても社協の事業実施につき
ましてこれまで同様ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

９月16日に田子高校において、３年生の選択授業の生徒を
対象とした手話体験授業を実施しました。今回は八戸市ろう
あ協会から千葉健一氏を講師として招き、手話や音が聞こえ
ないことによって困ることなどについて授業を行いました。
授業の中では、道具や身振りを使って表現するなど生活を送
る上で工夫していることや手話をはじめとしたコミュニケー
ション方法についてを学びました。また、手話で自己紹介を
したり、ジェスチャーのみで伝言ゲームをしたりと、実際に
体験もしてみました。なかなか思うように伝えられないもど
かしさから、生徒たちは頭をひねりながらも、楽しんで取り
組まれていました。今回の授業を通じて、日常生活において
あまり触れる機会のなかった手話について興味を持つよい
きっかけとなった様子でした。

子育てサロンのお知らせ
学童保育施設すくすく館では、毎週火曜日と木曜日に子育てサロンを開催しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により活動を中止していましたが、９月より再開しています。当面は場所
の開放ではなく、電話相談とリモートでやり取りする形で実施しています。コロナ渦でも楽しく子育ての情報
交換をしませんか？詳しくは田子町社協HPをご覧いただくか、すくすく館までお問い合わせください。

【開催日時】
毎週火、木曜日

子育てサロンからのお知らせ
10：00〜12：00

週１回はリモートで行います。

ご予約の方は前日18：30までに
すくすく館へご連絡ください。

【問い合わせ先】
すくすく館

９月から子育てサロン（子サロ）再開しました。
当面は場所の開放ではなく、電話相談でやり取りする形をとりたいと
おもいます。どうぞよろしくお願いします (o*。_。)o ペコッ
《開催日時》
毎週火、木曜日 10：00 ～ 12：00 ※詳しくは社協 HP をチェック！
！
10：00 ～、10：30 ～、11：00 ～、11：30 ～
の時間で受付いたします。
（各回２名まで）
１回最大 25 分程度の時間で電話対応いたします。
ご予約の方は前日 18：30 までにすくすく館（本館）
へ連絡お願いします。
※ご予約いただいた方には当日時間になりましたらこちらから連絡いたします。
※予約なしで当日連絡いただいた場合、他の予約と重複している時は
予約優先になりますのでご了承ください。
《電話相談で使用する電話番号》
すくすく館
（本館）
080-2835-0854
すくすく館
（田子分館）080-9256-3368

0179−32−3115
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←
こちらからも
番号を読み取れます

話相手として
子育てに関する悩み相談など、
気軽にお電話ください。
2名の支援員で対応いたします。
お待ちしております♪

田子町社協 HP

子サロの開催予定や
お知らせは社協のHPに
随時掲載していますので
そちらをご覧ください
《問い合わせ先》
すくすく館 担当：中平
電話＆FAX 0179-32-3115

ご意見・ご要望をお寄せください
田子町社会福祉協議会では、皆様から寄せられたご意見・ご要望に真剣にお応えします。

～ご意見・ご要望～
基本は担当者が直接受付しますが、申し出にく
い場合は、せせらぎの郷正面に要望ボックスも
ございますので、
こちらにご投函ください。

申し出にくい場合は、第三者委員に
申し出ることもできます。

中 村
北 村
一ノ渡
川 上
森

田子町社会福祉協議会

村

康

俊（道 前）
弘（七日市）
武（北 側）
子（七日市）
子（西舘野）

33-1443
32-3099
32-2011
32-2223
32-3708

令和元年度の苦情・要望件数

32-4045

～苦情の報告・確認～

中

見
壽
尚
幸
榮

サービスの質や量

１件

職員の接遇

６件

その他

８件

15件の貴重なご意見・ご要望をいただき、ありがとうござい
ました。
この他、軽微なものについては日々対応し、全て解決し
ております。
社協で実施している事業について、皆様方のご意見を真摯に
受け止め、
さらなるサービスの質の向上を目指してまいります。

孝（下本町）32-3052

～解決に向けた話し合い～

ボランティア活動保険・サロン活動時保険のご案内
田子町社会福祉協議会では「ボランティア
活動保険」の加入手続きを行っています。本
保険は、日本国内におけるボランティア活動

●ボランティア活動保険
年間保険料

基本プラン

天災・地震補償プラン

350円

500円

中に起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を保証す
る保険です。
また、サロン活動中の怪我や賠償責任の補

●ボランティア行事用保険
保険料

償として「ボランティア行事用保険」への加
入推奨及び手続きも行っています。
今年度はボランティア活動保険に限り、ボ
ランティア活動中に新型コロナウイルス感染

１人

１日/28円

20名分の保険料をお支払いいただくことで、
20名未満でもご加入いただけます。

●新型コロナウイルス感染症やその他特定感染症に罹患し
た際に補償される保険金の種類

症に罹患した場合も補償の対象となりました。

補償区分

保険金額

詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせく

葬祭費用

実費（300万円限度）

後遺障害保険金

1,040万円（限度額）

入院保険金日額

6,500円

通院保険金日額

4,000円

ださい。

＜問い合わせ先＞田子町社会福祉協議会 ☎32-4045
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令和2年度専門相談日の
お知らせ

第54回田子町社会福祉大会
チャリティーバザー中止の
お知らせ

田子町町民を対象とした弁護士による無料法律相談

いつも田子町社会福祉大会にご参加いただきありが

（財産、相続、離婚、法律に関する問題等）
を下記のとお
り予定しております。是非この機会にご利用ください。

とうございます。

（この事業は赤い羽根共同募金の配分金により実施されています。）

また、チャリティーバザーへ商品提供のご協力につ
きましても厚くお礼申し上げます。

回

月

日

時

間

場

所

定員

点から大会規模を縮小し、恒例のチャリティーバザー

１ 令和２年11月25日㈬ 10：00〜 せ せ ら ぎ の 郷
４名
２階
２ 令和３年２月３日㈬ 12：00

は中止とさせていただくことを皆様にお知らせします。

※新型コロナウイルス感染症の関係により日程が変更される場合があります。

さて、今年度は新型コロナウイルス感染症予防の観

※秘密厳守、相談料無料となっておりますが、事前の予約が必要です。

次回、開催の際にはご協力の程、

詳しいことは下記までご連絡ください。

よろしくお願い申し上げます。

＜問い合わせ先＞ 田子町社会福祉協議会 ☎32‑4045

こま ＆ サ イコ ロ

いつも会食交流事業寄りあいっこにご参加いただき、ありがとうございます。
さて、今年度はコロナ禍で開催を自粛しており、みんなで出かけられず残念
とのお声をたくさんいただきました。
そこで、少しでも気分が晴れる楽しいことを作れたらと、4・５ページに昨年
度の寄りあいっこで「思い出すごろく」をご用意しました！
ご家族やお友達といっしょに遊んで楽しい思い出を振り返り、おしゃべりに
花をさかせてもらえたら幸いです。
また寄りあいっこでお会いできる日を楽しみにしております。
どうぞ、お体に気を付けお過ごしください。

の りし ろ

のりしろ

のりしろ

のりしろ

ージに

のりしろ

４ページ・５ペ

のりしろ

すごろくは
あるよ！

の りし ろ

－8－

