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楽 笑 幸 齢者になろう！

●おらほの町の地域包括支援センター ここでは、高齢者に関わる様々な
話題を掲載しています。
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介護予防サポーター養成講座 基礎編 のご案内 

「介護予防サポーター」をご存知ですか？ 

自分自身の介護予防の知識を増やし、運動や料理、趣味活動に取り組みながら、その輪をご近所へと

広げる、住民同士の支え合いを育む住民のことをいいます。サポーターの活動を通して、自分の介護予

防が地域の役に立つという「生きがい」にもつながります。 

今、全国的に、介護予防サポーターが様々な場面で活躍しています。 

みなさん、大槌町の介護予防サポーターになりませんか？ 

 

 

 

 

 

【日 程】① 11月 15日（金） ： 大槌町の現状について（高齢化率、将来の大槌町民の負担等）、 

                 なぜ介護予防が必要か 

     ② 11月 22日（金） ： 高齢者の自立支援について、ご近所さんとの関わりで大切にしたいこと 

     ③ 11月 29日（金） ： 介護予防のポイントについて、大槌町運動プログラムの紹介 

     ④ 12月 6日（金） ： 介護予防サポーターの楽しみ方、先輩介護予防サポーターからのお話 

【時 間】10時～12時 

【会 場】大槌町役場３階 中会議室 

【対象者】大槌町在住の人で、介護予防に関心があり、自分の住んでいる地区等で通いの場を 

作り活動したい、地区の活動等（お茶っこの会）の運営に協力したいと思っている人。 

 

【定 員】10名 

【申込み】10月７日（月）～10月 2８日（月）まで 

【申込み・問合せ】大槌町地域包括支援センター TEL：0193-42-8716 
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【お問い合わせ】 大槌町地域包括支援センター　TEL 0193-42-8716

平成30年度�大槌町鶴亀仙（川）柳コンクール　入選作品紹介
　〈一般部門　優秀賞〉　薪割りの　コツ教えてもらった　十の冬 （大槌高校　谷池　舞子さん）

介護予防サポーター養成講座 基礎編 のご案内
　「介護予防サポーター」をご存知ですか？
　自分自身の介護予防の知識を増やし、運動や料理、趣味活動に取り組みながら、その輪をご近
所へと広げる、住民同士の支え合いを育む住民のことをいいます。サポーターの活動を通して、
自分の介護予防が地域の役に立つという「生きがい」にもつながります。
　今、全国的に、介護予防サポーターが様々な場面で活躍しています。
　みなさん、大槌町の介護予防サポーターになりませんか？

認知症等に関する相談対応、認知症予防等に取り組んでいます。
認知症の人やご家族、認知症について学びたい人等、お気軽にご参加ください。

　■ 日時：令和元年 10 月 16 日（水）13：00 ～ 15：00　　■ 会場：つくし薬局本店　まちかどふれあい室
　■ 内容：乳酸菌と健康をテーマとした講話等

 問 つくし薬局本店  ℡ 0193-42-8500

ひょっこりカフェのご案内

大槌商工会　℡ 0193-42-2536（祝日を除く月曜から金曜 9：00～17：00）
産業振興課 商工観光班　℡ 0193-42-8725【お問い合わせ】

■ 日　程：① 11 月 15 日（金）　大槌町の現状について（高齢化率、将来の大槌町民の負担等）、
　　　　　　　　　　　　　　　 なぜ介護予防が必要か
　　　　　② 11 月 22 日（金）　高齢者の自立支援について、ご近所さんとの関わりで大切にしたいこと
　　　　　③ 11 月 29 日（金）　介護予防のポイントについて、大槌町運動プログラムの紹介
　　　　　④ 12 月　6 日（金）　介護予防サポーターの楽しみ方、先輩介護予防サポーターからのお話
■ 時　間：10 時～ 12 時
■ 会　場：大槌町役場３階　中会議室
■ 対象者： 大槌町在住の人で、介護予防に関心があり、自分の住んでいる地区等で通いの場を作り活動したい、

地区の活動等（お茶っこの会）の運営に協力したいと思っている人。
■ 定　員：10 名
■ 申込み：10 月７日（月）～ 10 月 28 日（月）まで
■ 申込み・問合せ：大槌町地域包括支援センター　TEL：0193-42-8716

■ 購入対象者　１���平成 31年1月1日時点で、大槌町に住民票があり、令和元年度の町民税が非課税の方（町民
税が課税されている方の扶養親族、生活保護を受けている方などは対象者外）

　　　　　　　２���令和元年６月1日時点で、大槌町に住民票があり、平成13年 4月2日から令和元年9月30
日までに生まれた子が属する世帯の世帯主の方

■購入方法　　�プレミアム付商品券は、「購入引換券」と「本人確認書類」を販売窓口又は販売会場に持参するこ
とで、購入することができます。

　　　　　　　�販売窓口は、大槌商工会となり、購入引換券の送付の際に販売会場をご案内します。
■ 商品券の分割販売　�商品券は1セット5,000 円分を4,000 円で販売し、1人あたり最大5回の分割購入がで

きます。（最大 25,000 円分）
■使用期間　令和元年10月1日（火）から令和2年3月8日（日）まで
■購入引換券の交付
　�購入対象者１の町民税が非課税の方は、購入引換券の交付を希望される場合、「交付申請書」の提出を令和元年
12月27日（金）までにお願いします。（購入対象者２の子育て世帯主の方については、申請不要で購入引換券
を交付します。）
　交付申請書は、担当窓口にて配布しています。購入引換券は、９月下旬以降順次交付します。

を販売しています
　消費税・地方消費税率の 10％への引上げが低所得者・子育て世帯
の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・
下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を行います。

大槌商工会において商品券取扱店を随時募集しています。詳細は、大槌商工会にお問合せ願います。

№ 事　業　所　名
1 K-SURF
2 ㈱ひょうたん島苫屋
3 三陸花ホテルはまぎく
4 ㈲三陸繁田園よろず園茶舗
5 ㈲いわさき
6 おおつちじょうない歯科医院
7 境田自転車商会
8 ドラッグ　ヒラノ
9 ㈱ TOKUTA
10 赤武石油ガス㈱
11 DCMホーマック大槌店
12 コメリハードアンドグリーン大槌店
13 内金崎自転車商会・チャリカフェ
14 ㈱ロータス倉本
15 ㈲まるたに商事
16 マルタニ
17 ひびき鮮魚店
18 越田商店
19 ㈱マイヤ
20 CutStudio アベ
21 御箱崎釣具店
22 岩間商店
23 和風喫茶　芳苑
24 もりかまど

№ 事　業　所　名
25 ㈱鈴藤商店
26 ㈲サトウ商会
27 ㈱きりきり
28 りょう美容室
29 ローソン大槌バイパス店
30 ローソン大槌高校前店
31 大槌商業開発㈱
32 やっちゃば
33 フォーシーズン
34 あるご
35 魚よし
36 つくし
37 小石商店
38 三陸菓匠　さいとう
39 焼肉だいまる
40 このさん食堂
41 三陸味処　千勝
42 ドラック 1009
43 一頁堂書店
44 マイハート
45 フラワーハウス華美
46 お菓子のサクラバ
47 Aruku
48 シーナ
49 リサイクルブティック　エフ
50 クリーニング　ナイス

№ 事　業　所　名
51 美容室　アービル
52 サービスカウンター
53 ファッション　アイ
54 ファインズ
55 めがね工房コシタ
56 うちむら家具
57 お仏壇の高貞
58 BARBER��SHOP��I‘LL
59 菊屋薬局
60 東道院
61 まちづくりぐるっとおおつちショップ
62 ㈱大槌タクシー
63 ㈲さんぷく衣料店
64 岩喜酒店
65 ㈱みずかみ
66 小川酒店
67 赤崎商店
68 ㈲シャイン�美容室 LaLa
69 菓子工房�エルマーノ
70 花巻農業協同組合�母ちゃんハウスだぁすこ沿岸店
71 さゝきクリーニング
72 小石商店
73 三浦精肉店
74 セブン-イレブンおおつち御社地店
75 シャルレ　オカモト
76 薬王堂岩手大槌店

商品券取扱店舗（令和元年９月６日時点）

使えるにゃん！
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