OT S U C H I

i nfo r m a t i on
会を行いますので、参加希望者のみ当

イベント

日受付にて現金でお支払い下さい。）

あ し た

未 来 への道 1000km 縦 断
リレー 2017 参加者募集！
今年も７月 24 日（月）から８月７日
（月）までの 15 日間、青森から東京ま
でのランニングと自転車で東日本大震

■定員

なし

■ 持ち物

作業しやすい服装、長靴、

タオル、雨具、防寒着等
問大
 槌町観光物産協会（商工観光課観
光物産班）℡ 0193-42-8725

ます。参加申込期間は４月 28 日（金）

「おおつち新山高原ヒルクラ
イム大会」開催のお知らせ

から５月 31 日（水）まで。参加 無 料。

大槌町の自然の美しさとおもてなし

災の被災地を縦断するリレーを開催し

を届けるため、新山高原を舞台とした

ご参加お待ちしています！

自転車の大会を開催致します。

詳細は HP で
http://www.1000km.jp
問運
 営事務局 ℡ 03-3539-5539
（平日 10 時から17 時まで）

チャレンジデー 2017
5 月 31 日（水）に開催

沿道の皆様にはご不便をおかけする
こともあるかと思いますが、ぜひ参加、
応援、ボランティア等いろいろな形でイ
ベントに参加いただけますようご協力を
お願いします。
■日時

全国一斉に開催されるチャレンジデ

平成 29 年 5 月 28 日（日）
8：00 ～ 12：00 頃

ー。人口規模がほぼ同じ自治 体間で、

■コース

1 日に 15 分以上の継続した運動やスポ

ヒルクライムの部
大槌町役場～新山高原山頂 23km

住民総参加型のスポーツイベントです。

内計測区間 13km 標高差約 800m

当町は12 回目の参加。通算 7 勝 4 敗。

北と東は能代市、西は日本海に隣接

問お
 おつち新山高原ヒルクライム 2017

みんなで参加し、運動習慣や健康づく

実行委員会 担当：伊藤・臼澤

りのきっかけにしましょう。

℡ 090-4046-6892

問 生涯学習課 社会体育施設班

ので、参加を希望する人は６月８日（木）

月 1 回デイケア（コスモスの会）を開催

午後５時までに観光物産協会へお申込

しています。

み下さい。なお、草刈りカマ、熊手、ノ

毎月の内容は、参加者へ個別に通知

コギリ、軍手は主催者にて用意いたし

しますが、5 月はチャレンジデーにあわ

ます。

せて行われる城山ウォーキングに参加

■実施日 ６月 11 日（日）雨天中止

します。コスモスの会に参加を希望する

■集合場所 新山高原明神平

人は問合せ先までご連絡ください。

■集合時間

問 保健福祉課 健康推進班

午前９時
500 円（草刈後、交流慰労

広報おおつち 2017.5

℡ 0193-42-8715

動きやすい服 装、 タオル、

帽子、運動靴（雨天時は室内用）
、水
分補給用の飲み物、その他必要だと

私の地域にも民生児童委員や主任児童委員はいるの？
人口に応じた地区数・委員定数の定めに基づき、民生児童委員は地区ごとに 1 人配置され、主任児童委員は
複数の地区にまたがって広く支援をしています（任期 3 年）
。
全国の民生児童委員（主任児童委員含む）
は約23万人、岩手県では3,763人、大槌町では35人が活動しています。

思われるもの
※申し込みは不要です。
問 保健福祉課 健康推進班
℡ 0193-42-8715

釜石保健所各種相談・検査

自分のことを話したら近所の人に知れ渡ってしまうのでは？
民生児童委員、主任児童委員は法律で守秘義務が定められていますので、安心してご相談ください。

私の地区の担当委員さんは誰？ どこに問い合わせればわかるの？ 
地区

釜石保健所では、各種相談及び検査
を実施しています。いずれも予約制、料
金は無料です。
〈各種相談・検査〉
■実 施日程
毎月第 3 木曜日、13：30 ～ 14：30
■項 目

エイズ 相 談・HIV 抗体 検 査、

肝炎ウイルス検査（B 型・C 型）
、性
感染症検査、HTLV-1 相談
〈骨髄バンク登録〉
■実 施日程

■実 施日
4 月～9 月：毎月第 4 火曜日
13：30～16：00
10 月～3 月：毎月第 4 水曜日
13：30 ～ 16：00

区

氏

名

住所・電話

佐々木市三

大槌町小鎚第9地割30番地
（℡ 45-2003）

臼澤、
小鎚第14仮設

臼澤

孝一

大槌町小鎚第20地割34番地７
（℡ 42-2591）

花輪田、
定住促進

中村

哲夫

大槌町小鎚第26地割148番地22
（℡ 42-7336）

花輪田2、
小鎚第
20・21仮設

中村

京子

大槌町小鎚第26地割148番17
（℡ 42-3968）

佐々木幸夫

大槌町金沢第34地割45番地
（℡ 45-2157）

小鎚第4・16・19
仮設

小林

一成

大槌町小鎚第17地割43番地1 小
鎚第4仮設団地4-3（℡ 42-3170）

小鎚第5仮設

玉根

光子

大槌町小鎚第16地割27番地１ 小鎚第
5仮設団地A8-5（℡ 090-6685-2515）

小鎚第9・10・
12・15仮設

佐々木

長

井

亮

典男

大槌町大槌第6地割43番地5
（℡ 42-2479）

大ケ口団地1

岩間

利夫

大槌町大ケ口1丁目16番地16号
（℡ 42-8019）

大ケ口団地2

柿野

拓久

大槌町大ケ口2丁目5番地33号

源水、
大槌第8仮設

越田由美子

大槌町大槌第14地割109番地11
（℡ 42-7713）

大槌第9・10
仮設団地

白銀富美子

大槌町大槌第7地割110番地 大槌
第9仮設団地5-1（℡ 42-2286）

沢山1

阿部喜栄子

大槌町大槌第24地割2番地5
（℡ 42-6327）

沢山2

佐々木章夫

大槌町大槌第23地割20番地1
（℡ 42-6639）

県営屋敷前
アパート

佐々木睦子

大槌町大槌第14地割195番地 県営屋敷
前アパート2号棟505号室（℡ 27-8606）

安渡3丁目

小國

忠義

大槌町安渡3丁目8番11号
（℡ 42-2095）

安渡3丁目

阿部

武

岩手県釜石保健所

地区

大槌町小鎚第18地割119番地1
（℡ 090-4314-0114）

佐藤

■予約・問い合わせ先
℡ 0193-25-2702

当

和野、
前段

毎月第 3 木曜日 14：30 ～ 15：00
〈こころの相談〉

担

種戸、
徳並、
小鎚第3仮設

大槌町安渡3丁目13番40号
（℡ 42-4305）

担

当

区

氏

名

住所・電話

大槌町赤浜2丁目2番31号
（℡ 42-3342）

赤浜2・3丁目

駒林

力

赤浜１丁目

黒沢

久雄

大槌町赤浜1丁目31番地 赤浜第4
仮設団地4-4（℡ 090-7616-2901）

安渡1丁目、安渡2丁目、
中村百合子
安渡仮設、大槌第11仮設

大槌町小鎚第17地割43番地1 小鎚第
4仮設団地11-6（℡ 090-7070-3266）
大槌町吉里吉里1丁目2番2号
（℡ 44-2355）

吉里吉里1丁目

佐々木幸男

吉里吉里2丁目

内金﨑ひろみ （℡ 44-2217）

吉里吉里3丁目

近藤

欣彌

吉里吉里4丁目
（東）

黒澤

稔

吉里吉里4丁目
（西）

芳賀

重行

大槌町吉里吉里4丁目3番26号
大槌町吉里吉里3丁目467地割30
（℡ 44-2239）
大槌町吉里吉里4丁目4番37号
（℡ 44-3743）
大槌町吉里吉里4丁目1番6号
（℡ 090-3367-8024）

佐々木成子

大槌町金沢第30地割32番地4
（℡ 46-2133）

谷藤ミキ子

大槌町金沢第28地割54番地
（℡ 46-2004）

佐々木義男

大槌町金沢第21地割13番地
（℡ 090-3574-4141）

佐々木和之

大槌町小鎚第23地割1番地35
（℡ 46-2109）

中川原

三浦

藏人

大槌町金沢第13地割71番地1
（℡ 46-2147）

戸

三浦

藏七

大槌町金沢第2地割26番地
（℡ 46-2035）

佐藤

稲満

大槌町大槌第28地割13番地3
（℡ 42-4822）

対間、
下屋敷

区

心に不安を抱えている人などを対象に

トレーニング室で室内運動

■持 ち物

安渡・
赤浜地区

ます。下草刈りや剪定作業を行います

■昼食代

15

大槌町では、在宅で精神障がいや、

■雨天時

地

しており、本年度も下記のとおり実施し

城山公園をウォーキング

沢

と協働で『新山つつじ再生祭』を開催

コスモスの会のお知らせ

■内容

金

を保護するため、町内外の有志・団体

わかりやすく言うと、日常生活の困りごとの“身近な相談役”です。行政や福祉機関の提供するサービスを
必要とする方に、制度や利用方法に関する情報提供を行い、関係機関につなげます。お年寄り、心身に障がい
のある方、育児や子どもの問題、生活困窮世帯など、生活に支援が必要な方のあらゆる相談に応じながら、地
域全体の見守り・訪問活動などを日常的に行い、地域の避難訓練などにも積極的に参画しています。

■集合場所 中央公民館駐車場

区

平成 27 年度から、新山高原の景観

地域でどんな活動をしているの？

地

健康

午前 9 時 30 分

大

「初夏の新山つつじ再生祭」
について

ヒルクライム」で検索ください。

■実施日 平成 29 年 5 月 31 日（水）
■集合時間

槌

0193-42-2300

※詳細は大会 WEB「おおつち新山高原

か？

吉里吉里地区

通行止めとなります。

機会にウォーキングを始めてみません

区

隣近所や職場などで声を掛け合って、

鎚種戸から新山高原山頂間の町道が

「民生委員法」と「児童福祉法」に基づき厚生労働大臣から委嘱された、地域福祉の推進役です。このうち、
特に児童福祉の相談支援を専門とする人を主任児童委員といいます。今年で 100 年を迎える日本固有の福祉制
度ボランティアとして、皆さんの住む各地で活動しています。

地

しております。

※当日 8：00 ～ 12：00（予定）は、小

城山ウォーキングを開催します。これを

民生委員・児童委員（以降、民生児童委員）って何？ 

鎚

口 17,253 人の町です。

大槌町役場～「つつじの里」7km

大槌町さわやかウォーキングの会で
は、チャレンジデー 2017 にあわせて、

小

み たね ちょう

今年度の対戦相手は秋田県三種町。人

パレードの部

城山ウォーキングの開催

５月 12 日は
「民生委員・児童委員の日」
です。これに伴い、
民生委員・
児童委員制度やその活動を多くの住民に理解してもらうため、５月
14 日（日）シーサイドタウンマストにて、民生委員・児童委員によ
るティッシュ配布及び PR 活動を行います。

安渡・
赤浜地区

ーツを行った住民の数（参加率）を競う

５月12日は「民生委員・児童委員の日」です

元

村

安瀬の沢、
戸保野
折

合

沢

主任児童委員

大萱生
越田

都
征男

大槌町上町1番8号
（℡ 42-2083）
大槌町小鎚第16地割27番地1 小鎚
第5仮設団地A8-2（℡ 42-3280）

※該当地区がない場合は、役場保健福祉課またはお住まい地区の近隣の
民生委員へお問い合わせください。

地域のつながりや「絆」が薄れつつある中、民生児童委員・主任児童委員は、地域になくてはならない存在となっ
ています。誰もが安心して住み続けられる地域づくりのために、同じ地域に暮らす住民目線で活動していますので、
生活の困りごとは、民生児童委員または主任児童委員へお気軽にご相談ください。


問 保健福祉課 地域福祉班

℡ 0193-42-8715
OTSUCHI TOWN
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