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ほのぼの給食会を開催しましたほのぼの給食会を開催しましたほのぼの給食会を開催しました
　約２年ぶりに町内ひとり暮らし高齢者のつどい「ほのぼの給食会」を開催し、ポー
セラーツの作成を行いました。初参加の方々同士で「今度お茶飲みしましょう」と
声をかけあったり、「ここでしか会えないもんね」と久々の再会を喜んだり、終始
賑やかな雰囲気となりました。



②おおさと社協だより

　ある行事をきっかけに、「物作りやおしゃべりでき
る場があるといいね」と、地区内で声を掛け合いサロ
ンが始まりました。
　取材時は、編み物の上手な方に毛糸の帽子編みを教
えてもらっていました。皆さん編み物をしながら、終
始冗談を交えながらの会話をされていて、とても楽し
そうに過ごしていました。

今回は大松沢地区を中心に訪問中！

・成田川地区・上郷地区・上村地区
・上町地区・下町地区・吉ケ沢崎地区
・貝柄塚地区

☆皆さんが地域の中で楽しく過ごすため
　に行っている活動を教えてください。
☆こんな活動をしてみたい！などのご相
　談も気軽に声をかけてください。

皆さん見かけたら
是非声をかけてくださいね！

　２月１９日・２０日に道の駅おおさと２階にて、「見つけた！大郷町の魅力」をテーマに、町内外から
応募いただいた作品のフォトコンテストと展示会を行いました。
　１９日には来場者投票を行い、入選作品が選ばれました。またフォトコンテスト作品の他、町民から
お借りした昭和初期の写真やお祭り、伝統芸能などの写真も展示し、懐かしそうに見ている方など、来
場者それぞれ楽しいひと時を過ごしていました。

【生活支援体制整備事業】
生活支援コーディネーターの千田です！見つけた！魅力あるまちおおさと

フォトコンテストと展示会を開催しました！

フォトコンテスト作品

最優秀賞「私のサツマイモ」

最優秀賞には仙台牛を進呈！

伝統・文化・歴史コーナー

「川内地区サロン」

大郷町資源マップ作成のため
取材訪問しています！

１軒１軒お伺いしてました！



赤い羽根共同募金（単位:円） 歳末たすけあい募金（単位:円）

令和３年度
赤い羽根共同募金運動
ありがとうございました！

おおさと社協だより③

歳末たすけあい配分
　皆様からいただいた歳末たすけあい募金を、
町内在宅寝たきり高齢者及び町内福祉施設・
福祉関連団体に配分しました。

【わ・は・わ大郷さんより】
　利用者さんも大変喜ばれており、大好
評でした。充実した時間を過ごすことが
できました。ありがとうございました。

　～配分福祉施設・団体～（敬称略）
〇わ・は・わ大郷　〇もも太郎さん大郷 
〇大郷ファーム　　〇めるくまーる
〇オーベルジュ  　 〇ウィング
〇郷和荘　　　　　〇大郷町母子福祉会 
〇大郷小学校　　　〇すくすくゆめの郷こども園

〇ノベルティ頒布募金（製作費分除く）
　・常のモロピンバッジ、劇場版「呪術廻戦０」クリアファイル　　　１１,５３０円

〇自動販売機型募金箱　ハートフルベンダー　　　５５,１３７円
　（大郷町役場正面玄関に設置してあります）

〇その他
・社協、役場窓口設置募金箱　　３,750 円

地区名
羽 生
山 崎
味 明
不来内
川 内
東成田
中 村
鶉 崎
土 橋
長 崎
丸 山

募金額
77,000
79,750
74,250
28,600
57,750
40,700
194,150
45,650
38,500
79,750
47,300

募金額
28,050
21,450
12,100
19,250
34,100
28,050
37,400
57,750
30,800
33,550

地区名
石 原
木ノ崎
土手崎
成田川
上 郷
上 村
上 町
下 町
吉ヶ沢
江戸沢

合　　計 1,065,900

地区名
羽 生
山 崎
味 明
不来内
川 内
東成田
中 村
鶉 崎
土 橋
長 崎
丸 山

募金額
42,000
43,500
40,500
15,600
31,500
22,200
105,900
24,900
21,000
43,500
25,800

募金額
15,300
11,700
6,600
10,500
18,600
15,300
20,400
31,500
16,800
18,300

地区名
石 原
木ノ崎
土手崎
成田川
上 郷
上 村
上 町
下 町
吉ヶ沢
江戸沢

合　　計 581,400

令和３年度大郷町赤い羽根共同募金総額　１，１３６，３１７円
令和３年度歳末たすけあい募金総額　　　　　５８１，４００円



④おおさと社協だより

健康長寿対策事業
コロナに負けない身体づくり！運動をして筋力低下を防ごう！

元気アップ教室ひだまり会

散歩とLINEを楽しむ会

詳しくは広報やチラシをチェックしてください

１０～１１月に全地区で開催。集まるとやっぱり楽しい♪

一日の歩数をLINEで報告して商品をゲット！LINEを覚えたい方も気軽にご登録ください！！

詳しくは3月配布のチラシをチェックしてください

職員より参加者の
皆さんの方が身体
柔らかい！？
「恐れ入りました・・・」

魚釣り大会でのお宝
探しに皆さん必死！
「目を閉じてくだ
さいね」の言葉に、
片目を開けて覗く
参加者も・・・？

散歩・歩く
ゴミ拾い（任意）

LINEで合計歩数報告
ゴミ拾い写真添付

景品・賞状ゲット 参加者のお茶会

LINE の登録がむずかしい方は社会福祉
協議会までお問い合わせください。
（☎359-2753）担当者が登録までお手
伝いします！
スマートフォンを持っていない方は記
録用紙もご用意しております。

QRコードを読み込んでLINEで友達追加をしてください

QRコード

初回は４月１１日～４月２４日
開催！参加対象の方は町内在住
６０歳以上の方です♪



おおさと社協だより⑤

大郷町ボランティアセンター
ボランティアをしたい方、登録しませんか？

運転ボランティア募集！
町内の高齢者の皆様にお弁当を配達していただ
けるボランティアの方を募集しております。

活　動　日：毎週月・水・金曜日（月 1回～OK）
　　　　　10：40～ 12：00の間
募集対象：運転免許証・自動車を所持している
　　　　　大郷町内にお住まいの方
そ　の　他：燃料費支給あり
☆詳しくは社協までお問い合わせください☆

ボランティア活動をしたい方へ
まずはボランティア保険に加入しましょう。

◆ボランティア保険とは？
　活動中に怪我をしたり（させたり）、他人の財
物を損壊してしまった場合の損害を補償する保
険です。（年間保険料 300円～）
　社協にてパンフレットをご用意しております。
加入したい、詳しく知りたい方は社協にお越し
いただくか、☎359-2753 までご連絡ください。

◆ボランティアセンターは「ボランティアをしたい人」と「依頼したい人」をつなげる場所です。
また、ボランティアに関する情報を発信し、住民同士の助け合いをサポートしながらボランティ
アに関する相談も受け付けています。ボランティア（する側）登録をご希望の方は直接社協へ
お越しいただくか、LINE・お電話にてお申込みください。
（※ボランティアを依頼したい方の募集は今後行う予定です。）

つなげる

ボランティア
センター

ボランティアを
したい

個人
ボランティアグループ
趣味のグループ

企業
店舗
など

ボランティアを
依頼したい

個人
施設
グループ
団体
学校
学童
その他

開館時間　月曜日～金曜日　９：００～１７：００
　　　　　　　　　　　（年末年始及び祝日を除く）
TEL（０２２）３５９-２７５３
FAX（０２２）３５９-４８９６
〒981-3502
大郷町粕川字東長崎31-7　大郷町社会福祉協議会内
Email：oosato-vc@oosato-shakyo.or.jp
URL：https://oosato-syakyo.or.jp/

ID:983vyvho

相談
登録 依頼

紹介

LINE での登録は
こちらから！



⑥おおさと社協だより

ホームヘルパー募集！

生活福祉資金貸付制度のお知らせ

申請期間：令和４年６月まで延長しました。
詳しくは大郷町社協ホームページまたは窓口へお問い合わせください。

https://oosato-shakyo.or.jp/　　TEL022－359－2753

大郷町地域包括支援センター便り

連絡先
022-341-1414

春先、体調崩していませんか？？
体調に不安を感じたら、

早めに医療機関を受診して適切な診断・治療を受けましょう。

ご自宅での生活や介護に悩んでいたら
大郷町地域包括支援センターまで

ご相談下さい。

　ライフサポートおおさとではホームヘルパーを募集
しています。

◆応募資格：旧ヘルパー２級以上お持ちの方
◆時　　給：平　日　1,020円　土日祝　1,200円
　　　　　　（ほか別途交通費支給）
◆勤務時間：勤務可能な曜日、時間をお伺いし決めます。
◆お問い合わせ：ライフサポートおおさと
　　　　　　　　〔大郷町社会福祉協議会内〕
　　　　　　　　TEL022－359－4886

緊急小口資金特例貸付
対　象　者：新型コロナウイルス感染症の影響で収入
　　　　　　が減少し、緊急かつ一時的な貸付が必要
　　　　　　な世帯
貸付限度額：最大20万円
措　置　期　間：１年以内　　　償還期間：２年以内
連帯保証人：不　要　　　　利　　子：無利子

総合支援資金特例貸付
対　象　者：新型コロナウイルス感染症の影響で収入が
　　　　　　減少し、日常生活に維持が困難な世帯
貸付限度額：単身 15万円以内／2人以上 20万円以内
貸　付　期　間：原則３か月以内
措　置　期　間：１年以内　　　償還期間：２年以内
連帯保証人：不　要　　　　利　　子：無利子

温かいご寄付感謝いたします
寄付金
・新みやぎ農協年金友の会大郷支部様　5,200円
・大郷町老人クラブ連合会様　　　　　4,500円
・大和ロータリークラブ様　　　　　　10,000円
・大郷町ボランティア友の会様　　　124,073円
・大郷町ボランティア友の会様　　　　8,400円（切手）
物品寄付
・大郷町ボランティア友の会様　法被20着

もし…
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