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笑顔でつながる世代の輪
１１月７日、みちのく子供風土記館にて鷹巣地区
老人クラブ会員と子育てサポートハウスわんぱぁく
を利用している親子連れが毎年恒例の三世代交流会
に参加しました。
だるま落としやお手玉などの昔遊びをみんなで楽
しみ、だまっこづくりでは「おいしくなぁれ！」と
小さな手でおまじないをかけました。
できただまっこ鍋をみんなで食べて、さらに笑顔
がいっぱいになりました。

おいしくなぁれ！

「社協だより」は共同募金の助成金と社協会費・寄付金により発刊しております。
発行 社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会 秋田県北秋田市花園町16番1号 電話0186-69-8025 FAX0186-63-2460

第１３回北秋田市社会福祉大会
〜笑顔あふれる 地域づくりをめざして〜
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命 〜アナウンサーのこぼれ
話 と 暮 ら し の ユ ー モ ア 〜﹂
と 題 し た 講 演 が 行 わ れ︑
会場が大きな笑いと歓声
に包まれました︒

「きたきた希望の会」の実践報告

赤い羽根共同募金活動についてのパネル展示

43
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平成２９年１
２月１日

社協だより

支え合う地域を目指しともに歩もう

たくさんの方にご来場いただきました

彰 し た ほ か︑秋 田 県 共 同
募金会会長表彰の伝達が
行われました︒
大 会 宣 言 で は﹁す べ て
の 住 民 が︑住 民 相 互 の 共
助意識の向上を図りなが
ら︑人 と 人 と が ほ ほ え み
合 い︑つ な が り 支 え 合 う
地 域 づ く り を 目 指 す﹂と
する大会宣言が採択され
ました︒
こ の あ と︑き た き た 希
望の会について実践報告
が 行 わ れ た ほ か︑フ リ ー
アナウンサーの上野泰夫
氏 に よ る﹁笑 い と 健 康 寿

健康のために「笑い」は大切

17

月 日︑北秋田市文化
会館を会場に﹁第 回北秋
田市社会福祉大会﹂が開催
されました︒
会長は﹁将来にわたって
安定的な介護保険事業と地
域福祉の増進を推し進め︑
公益性のある法人の認識の
上︑あらゆる団体と協働で
絆づくりに努めながら︑今
まで培ってきた開拓性や創
造性を持って地域の未来づ
くりに取り組んでいく﹂と
挨拶を述べました︒
また︑社会福祉の向上に
寄与した 個人・団体を表
11

平成2９年度 受賞者一覧(敬称略)

北秋田市社会福祉協議会会長表彰
︽地域社会奉仕功労︾

泰穂

個 人
森川 征子
団 体
桂坂いきいきサロン︵森吉地区桂坂自治会︶
惣内いきいきサロン︵森吉地区惣内自治会︶
有限会社ミナト青果 湊 廣美

︽民生委員児童委員従事者功労︾
松岡
合川地区民生委員児童委員協議会

︽社会福祉施設従事者功労︾
藤岡 眞一
秋田県民生協会 法人本部
髙橋 徳子
愛生園
德永 響
合川新生園 金 登志幸
長谷川 真志子
豊村 公孝
友生園
ひばりが丘ホーム 三浦 衛
宏子
在宅介護支援センター西嶋
藤根 朋子
芳徳会
青山荘
成田 孝憲
交楽会
森幸園
県北報公会 大野岱吉野学園 細田 亜由美
佐藤 大成
成田 彩恵子
陽清学園
高坂 智明
安東 亜希子
吉野更生園
久留島 一浩
佐藤 貴文
吉野工場
山田 智子
大川 るり子
七日市保育園
綴子保育園

伊藤
小林
岸野
庄司
松尾
中嶋
小塚
千葉
堀内

雅彦
康裕
潤
恵
陽悦
金子
加代子
よし子
文子

︽社会福祉協議会従事者功労︾
菊地 啓之
山田 真由美
松橋 靖子
木村 恵美子
加賀谷 孝樹
山田 久美
志渡 香世子
上杉 恵美子
菊地 みどり
佐々木 陽子

秋田県共同募金会会長表彰︵伝達︶
︽奉仕功労者︾
布田 ヒデ子
金 啓子
︽募金表彰・感謝状︾
柴田 喜代志
高田 敏男
バンドーケアポート株式会社
福助堂 佐藤 忠裕
奈良田 勝正
奈良田建築設計事務所

社協だより

平成２９年１
２月１日

（３）第７６号

「じぶんのまちをよくするしくみ」
として12月31日まで運動を展開して
おります。皆様のあたたかいご協力
を引き続きお願い申し上げます。

《10月1日街頭募金協力店舗》
地域のためにご協力いただき、
ありがとうございました。
（敬称略）
・いとく鷹巣ショッピングセンター ・いとく鷹巣南店 ・サンデー鷹巣店
・ザ・ビッグたかのす店 ・ザ・ダイソーたかのすモール店
・ツルハドラッグ鷹巣店 ・ハッピー・ドラッグ鷹巣店
・Ａコープもりよし店 ・よないざわショッピングモール

活動報告
赤い羽根共同募金運動

10月1日から全国一斉にスタートした赤い羽根共同募金運動に対して、各自治会や町内会、法人、職場
や学校などたくさんの方々にご協力いただいております。

街頭募金運動・地域のイベントでのご協力ありがとうございます

赤い羽根であんなこと、こんなこと。vol.15

公募による市民活動応援助成金
１．目 的

北秋田市を元気に、明るくする活動に
総額 ２００万円 を助成します。

北秋田市における福祉課題に取り組む当事者組織や、ボランティア・市民活動団体などの地域福祉活動に
対し、赤い羽根共同募金からの助成金を以て財政面から支援し、活性化を図るために助成します。

２．助成対象団体
北秋田市内に所在し、地域住民を対象に自主的・自発的に進める地域福祉活動を行う当事者組織、ボラン
ティアグループ、自治会等の地域団体、社会福祉法人や特定非営利活動法人で、共同募金の趣旨について理
解、共感し、この運動に自ら積極的に参画、推進する団体とします。
北秋田市内における地域福祉活動を助成対象とします。
（１） 高齢者の暮らしを支えるための活動
（２） 障がい者の暮らしを支えるための活動
（３） 子育てを支援するための活動
（４） その他、地域の福祉課題を解決するための活動
（５） 北秋田市全体の地域福祉を推進するための活動
※次のことは助成の対象としません。
（１） 会員、構成員同士の親睦のみを目的としたもの
（２） 社会福祉を目的としていても、政治、宗教、組合等の運動のために、その手段として行うもの
（３） 特定の個人的活動またはそれに類するもの
（４） 国又は地方公共団体が設置かつ経営し、もしくはその責任に属されるとみなされるもの
（５） その名称のいかんにかかわらず営利を目的に行っているとみなされるもの
（６） 他団体または下部組織への助成を目的としたもの
（７） 公費による補助・委託事業や介護保険などの公的な制度の中で運営されている社会福祉事業

高齢者のふれあい事業

３．助成対象活動

４．対象経費
助成金対象となる経費は、申請団体が対象活動を実施するために直接要
する経費とし、全て領収書が発行できるものとします。

除雪ボランティア

５．助成金の交付金額
助成金の交付金額は総額２００万円を限度とし、活動内容を勘案して定
めることとしますが１団体につき最高２０万円を限度とします。
（複数の活動でも 1 団体の総額は２０万円まで）

６．助成対象となる活動の実施期間
平成３０年４月１日以降に開始し、平成３１年３月３１日までに完了す
ることとします。

７．募集期間
平成２９年１２月１１日（月）から平成３０年１月１６日（火）必着

８．事前説明会（応募予定の自治会および団体・グループはご出席ください）
日時：平成２９年１２月１１日（月） 午後１時３０分〜２時３０分
会場：北秋田市民ふれあいプラザコムコム ２階研修室
（北秋田市花園町１０番５号）

世代間交流

９．応募方法・申請書請求及び問い合わせ先
北秋田市共同募金委員会

社協だより

北秋田市花園町１６番１号

電話６９−８０２５

平成２９年１
２月１日

第７６号（４）

地域のふくし情報局

道城いきいきサロン
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三世代交流会開催

だまっこで心も体もぽっかぽか

月 ７ 日︑み ち の く
子供風土記館で鷹巣地
区老人クラブ会員と子
育てサポートハウスわ
んぱぁくを利用してい
る 親 子 連 れ が﹁だ ま っ
こ 鍋 づ く り﹂と 昔 遊 び
を楽しみました︒
毎年恒例となってい
るこの行事は赤い羽根
共同募金の助成金を受
け今年で７回目の開催
となります︒
参加した子供たちは
﹁がんばれ！がんばれ！﹂
完成しただまっこ鍋
と 声 援 を も ら い な が は︑参加者の織田明里
ら︑大 き な す り こ ぎ 棒 ちゃんの﹁いただきま
で 母 親 と ご は ん を す り す﹂のあいさつでみん
潰しました︒
なで美味しくいただき
ました︒
昔遊びでは初めての
だるま落としを体験し
たり︑お手玉名人の老
人クラブ女性会員たち
の技を真似をして交流
を深めていました︒
子供たちの笑顔とパ
ワーでみんなの心が温
かくなる時間となりま
した︒
11

みんなで一緒においしくなぁれ！

スポーツ・食欲の秋を
満喫してきました
かだるべ交流会は︑障が
いを持つ方がたくさんの方
とふれあい︑いきいきと暮
らしていくための機会とし
て年３回開催しています︒
月 日︑今年度２回目
となる交流会は大館市でボ
ウリングを楽しんできまし
た︒
参加者の中には︑初めて
ボウリングを経験した人も
いました︒ボランティアと
して参加してくれた民生委
員・児童委員の皆さんと︑
一緒に狙いを定めた一投に︑
一喜一憂しながら大いに盛
り上がりました︒
秋晴れのもと︑参加者同
士の会話も弾み︑心地よい
一日を過ごしました︒
10

教えて！あなたのまちのサロン

参加者みんなが
リーダー

認知症サポーター養成講座を受講

社協だより

平成２９年１
２月１日
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参加者たちで記念撮影

開催のチラシを毎月配布
し︑隣近所で誘い合い︑
絆づくりを大切にしてい
ます︒
参加者みんなが率先し
てサロンで何をしようか
と考える姿勢は﹁みんな
がリーダー﹂として活動
しているといえます︒
地区の一人暮らし高齢
者も増えていることから
﹁居場所づくり﹂として
サロンを続けられるよ
う︑みんなで支え合い︑
地域の協力も借りながら
活動を続けていきたいと
思っています︒

みんなでハイタッチして盛り上がりました

24

合川地区﹁道城いき
いきサロン﹂は平成
年にほのぼのサロンと
して誕生したサロンで
す︒ 毎月第３水曜日
に活動しているほか︑
内陸線を利用した散策
や温泉での交流など︑
移動サロンを季節ごと
に行っています︒
脳トレやレクリエー
ションなど︑毎回サロ
ンを楽しみにしている
参加者も多く︑地区の
約 世帯全てにサロン

60

秋田に引越してきてだまっこを知った方もいました

佐藤
登

様︵高野尻︶亡母

幸蔵様︵舟

町︶亡父

隆蔵様

キヨ様

柴田
孝也様︵合

沢︶亡父

誠一様︵八幡岱︶亡父

勇治様

勇市様

鈴木

和憲様︵通り町︶亡母

紀義様︵向本城︶亡父

達雄様︵

ヒサ様

繁治様

幸子様

様

佐藤 元範様︵本屋敷︶ 亡伯父安中信夫様

九島

町︶亡母ハルヱ様

美幸様︵川

町︶亡父

向︶ 亡母松岡美よ子様

道信様

第７６号（６）

幸彦様︵通り町︶亡母サダヱ様

町︶亡父

リワ様

松治様

誠様

◎資金貸付事業

「東っ子まつり」の中で贈呈式が行われました

庄司

信一様︵大

︽あに受付分︾
山口
寿

昭夫様︵上新町︶亡父

様︵幸屋渡︶亡妻

松橋
柴田

一般寄付金
◆たかのす受付
智子様

鷹巣ロータリークラブ様
遠藤

加賀谷

北鷹パークゴルフクラブ
代表
勝三様

◆あいかわ受付
金森

正光様

◆もりよし受付
川口

お詫びと訂正 ※
前号の香典返し寄付金の掲載に誤りがあ

※

亡長男光悦様は︑

りましたので訂正してお詫び申し上げます︒
◎佐藤光紀様︵街道町︶

ご家族並びに関係者各位にご迷惑をおかけ

亡父光悦様の誤りです︒

しましたことを心よりお詫び申し上げます︒

◎相談活動

﹃寄付金﹄は︑生活を支える人の
繋がりと︑地域の仕組みづくりの
財源として大切に使われています︒
◎ネットワーク活動
など

◎情報提供

◎地域福祉活動支援事業

児童と地域のみなさんによって集められたアルミ缶とプルタブ回
収で購入した車いすは、高齢の方や身体の不自由な方のために大
切に使わせていただきます。
皆さまの活動に心より感謝申し上げます。

幸吉様

松尾
隆之様︵元

藤嶋 茂樹様︵ 新舟見町︶ 亡祖母タマ子様
村形
博

杉︶亡父

清

佐藤 浩 様︵四 渡︶亡母スミ子様

森川

廣治様︵新

町︶亡父仁一郎様

渡部

勇一様︵大

鷹巣東小学校より２５台目の車いす寄贈がありました。

場︶亡父

佐藤
和則様

香典返し寄付金
北村こずえ様︵宮前町︶亡夫

勝治様

山︶亡父仁三郎様

︽たかのす受付分︾
勝也様︵前

熊谷

︶亡夫 勝 様

︽あいかわ受付分︾

太田屋敷後

加賀谷 誠様︵伊勢町︶ 亡義母小玉ハル様
佐藤知佳子様︵川

栄︶亡母トミヱ様

井︶亡父

齊藤富美雄様︵太 田︶亡母 ナミ様
後藤

平野利架子様︵伊勢町︶亡夫 正夫様
奈良

一哉様︵上

岱︶亡夫

恒松様

佐藤 唱 様︵住吉町︶亡母 俊 様
和田

安子様︵李

アイ様

川︶亡母ヨネ子様

大川 ヌエ様︵伊勢町︶亡夫 弘久様
平川

敬輝様︵杉山田︶亡母

様︵増

田村 信夫様︵岩 坂︶亡母 ヤヱ様
杉渕

︽もりよし受付分︾

佐藤 時也様︵摩 当︶亡父 時治様

杉田

和彦様︵新

︶亡妻

成田 博 様︵旭 町︶亡母 チヤ様

松橋

米内沢駅前

︶亡父 敬悦様

丁︶亡夫昭佐久様

あけぼの町

エイ様︵新

佐々木正雄様︵松 沢︶亡父 正美様

赤石

勇藏様

斉藤 英博様︵ 綴子下町︶亡母 イマ様

佐藤ミネ子様︵李 岱︶ 亡母畠山シナ様

伊藤 博茂様︵

櫻井

碇谷 松二様︵摩 当︶亡母タミ子様

佐藤 雅樹様︵松葉町︶亡祖母惠子様

畠山 昭夫様︵李 岱︶亡伯母ユキ様

常彦様︵梅

鈴木 悦子様︵伊勢町︶亡夫 次雄様

日下部チヤ様︵

神成 幸哉様︵大 町︶亡母 雪 様

皆様の善意は、地域福祉推進の大き
な力です。ありがとうございます。

善 意

平成２９年１
２月１日

社協だより

平成２9年9月１日〜平成２9年10月31日受付分

こどものひろば

北秋田市のパパ、ママを応援するための施設です

子育てサポートハウス
わんぱぁく ℡６２−５５５７

児童発達支援事業所
もろびこども園 ℡６２−３４４４

北秋田市花園町１９番４号（北秋田市役所裏）

北秋田市綴子字糠沢上谷地２９０番地２

わんぱぁくは、子育てに関する相談、家族同伴で

もろびこども園は、ことばや運動の発達に心配の

遊べる「つどいの広場」
、一時的にお子さんをお預か

ある就学前のお子さんに発育や発

りする「一時預かり保育」、病気のお子さんをお預か

達の促進を図ることを目的に療

りする「病児・病後児保育」を実施しています。詳細

育を実施しています。

については、お気軽にスタッフにおたずねください。

子育て
ワンポイント

行事の参加対象は、主に０〜５歳まで
のお子さんと保護者の方です。

行事予定

おでかけ広場

１２月のお楽しみ会

簡単で楽しいクリスマス制
作とリズム遊びを楽しみま
しょう。

素敵なクリスマス制作と、
お楽しみ会です。
ちょっと早いけどサンタさ
ん来てくれるかなぁ〜☆

会場：阿仁合保育園
日時：１２月５日（火）
会場：わんぱぁく
１０：２０〜１１：３０ 日時：１２月２０日（水）
定員：なし
１０：００〜１１：００
持ち物：子どもの飲み物・おやつ 定員：１５組
申込：１２月２日（土）
※定員で締切となりますので
※わんぱぁくまでご連絡下さい。 お早めにご連絡下さい。

『ごろんご ゆきだるま』
作：たむらしげる
出版社：福音館書店

０〜２歳向け

まぁるい雪の玉がごろんご転がって
きて、雪だるまになって犬と遊びます。
布で表現した内容を転写した手作り
感が温かい絵本です。雪の積もる冬の
時期の読み聞かせにピッタリな絵本で
す。赤ちゃんの読み聞かせにいかがで
すか☆

みんな大好き
じどうかん
鷹巣児童館 63−2436
児童クラブ 84−8626

（７）第７６号

綴子児童館・児童クラブ

62−1071

平成２９年１
２月１日

忙しい日々の中でも、絵本の読み聞かせは手軽に
子どもと向き合う時間を作ることができます。
読み聞かせは、子どもの成長を促す要素がたくさ
ん詰まっています。
『読み聞かせ』で
こんないいこと
◆親子のコミュニケーションタイム
我が子を膝に抱いて、子どもの好き
な絵本を読んであげる。
５分でも家事や仕事の手を止め、親
子で絵本タイムをとってみましょう。
◆心の発達や想像力を促してくれる
テレビなどと違い、絵本は絵が動いたりキャラク
ターが話したりしない分、限られた絵と言葉からス
トーリーを想像するのは幼児期には難しいことです。
読み聞かせでたくさんの本にふれると、想像力が
刺激され、登場人物の心の動きを考えられるように
成長します。普段の生活でも、
「相手の心の動き」を
考えることは人として成長していく大切な力にな
ります。

サンタさんがやって
くる？？お楽しみに！

今月の
おすすめ絵本

「絵本の読み聞かせ
毎日 していますか？」

◆「ことば」を学ぶ
たくさんの「ことば」を受けると、子どもの「こ
とば」の発達が促されます。年齢が低くても繰り
返し絵本を読み聞かせてあげることが大切です。
読み聞かせは子どもは親からの愛情を感じ、心
の安定につながります。図書館の本などを利用し
て始めてみませんか？
子どもに健全なあそびを提供して、その心身の健康を増進し
情操を豊かにすることを目的に実施しています。
自由に利用できる自由来館と、学童保育（登録制）を行って
います。詳しくは各館にお問い合わせください。

太田児童館・児童クラブ

62−4405

西児童館

62−1922

中央児童館・児童クラブ

62−2300

社協だより

INFORMATION
藤原美佐子

弁護士による

無料法律相談

お申し込みは
電話６９−８０２５

◆日

時

平成２９年１２月２１日（木）

◆会

場 北秋田市民ふれあいプラザコムコム

１０：００〜１４：３０
（北秋田市花園町１０番５号）
◆定

員

７組／１日（１組３０分）

◆対

象

北秋田市民

◆相談料

無料

★受付開始★
平成２９年１２月５日（火）午前１０時より
※定員になり次第締切となりますのでご了承下さい。

赤い羽根共同募金チャリティー

第２４回 あいかわ福祉の集い
◆開催日

平成２９年１２月２日（土）
午後１時３０分〜４時
◆会 場 合川農村環境改善センター
北秋田市李岱字下豊田２５番地
◆内 容 合川小学校オンステージ（２学年・５学年）
演劇「為蔵こころの二輪草」
（合川にわか劇団）
市民のみなさんどなたでも参加できます。
◆定 員 な し
◆参加費 協力金５００円
協力金は赤い羽根共同金へ寄付されます
《お問い合わせ》あいかわ地域福祉センター
電話７８−３１６６

困った！を「支え合い」で解決しよう

除雪機と運搬用の軽トラをセットでお貸しします

降雪により雪寄せが困難な高齢者や障がい者など
に対し、グループを組んで除雪活動をする団体など
に無料で除雪機と軽トラックをお貸ししています。
【除雪機】
・ホンダ除雪機 除雪幅９２㎝ ３台
・ホンダ除雪機 除雪幅８０㎝ １台
【運搬車輌】
・軽トラック（ハイゼットＡＴ−４ＷＤ） ２台

貸出対象
費用負担
貸出期間

自治会・町内会・ボランティア
※営利目的には使用できません
貸出料 無料
機材の燃料は各自負担
１回あたり最長３日間

《申込み・問い合わせ》
北秋田市社会福祉協議会 電話６９−８０２５
または各地域福祉センターまでどうぞ。

地域の皆さんの願いを込めて赤ちゃんが生まれたご家庭にお祝い金をお届けします

ほほえみ祝い金支給事業のご案内

『ほほえみ祝い金』とは、北秋田市の方でご
出産され、赤ちゃんが誕生したご家庭にお祝い
金として５，０００円を支給する事業のことで
す。
地域の自治会長、民生委員・児童委員の方に
ご協力いただき、お祝い金をお届けしています。
平成２９年１２月１日以降にお生まれになっ
たお子さんより申請が必要となります。

【申請方法】
出生届を提出された際に渡される「ほほえみ祝
い金 受給申請書」にご記入の上、専用封筒で
郵送もしくはお近くの
地域福祉センターまで
ご提出ください。
ほほえみ祝い金事業は「赤い羽根共同募金」
の助成金を活用しております。

【お問い合わせ先】
★社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会
〒018−3312 北秋田市花園町16番1号
電話 ０１８６−６９−８０２５
FAX ０１８６−６３−２４６０
★たかのす地域福祉センター ☎６３−２１０９
★あいかわ地域福祉センター ☎７８−３１６６
★もりよし地域福祉センター ☎７２−３４９４
★あ
に地域福祉センター ☎８２−３３７４
社協だより

社会福祉協議会では みなさんのご意見・ご質問を
いつでも受付しています。
社協のくわしい情報はホームページでご覧いただけます。
E-mail : shakyodayori@kitaakita-shakyo.or.jp
URL : http://www.kitaakita-shakyo.or.jp

北秋田市社協は「赤ちゃんから高齢者まで」
みんなの暮らしを応援します！

平成２９年１
２月１日

第７６号（８）

