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じぶんの町に願いを込めて「やさしさをありがとう」
赤い羽根共同募金にご協力いただき、ありがとうございます。
今年も１０月１日より赤い羽根共同募金がスタートします。
北秋田市では子供たちの福祉教育や地域のサロン活動、障がいがある
人たちのための活動など、互いに助け合う福祉活動へ使われています。
困った時は「おたがいさま」。募金運動の始まりから７０年以上経っ
た今も、支え合う優しさは続いています。

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。
詳細は２ページに掲載しています。

平成30年度
赤い羽根共同募金ポスター

「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

町に愛を。
胸に羽根を。

10月１日（月）〜 12月31日（月）

平成３０年度北秋田市共同募金目標額
１０，
９８７，
０００円
今年も赤い羽根共同募金運動が１０月１日から全国一斉に始まります。
共同募金は「自分の町をよくするしくみ」として、募金を集め、地域の福祉課題を解決す
るために使われています。
これまでのご支援に感謝するとともに、少子高齢化先行地域である当地域の福祉増進のた
めにも、引き続きご支援賜りますようお願いいたします。
市民の皆様には、自治会・町内会、民生委員児童委員、婦人会の募金ボランティアの方を
通じてご案内をさせていただきます。ご理解とご協力よろしくお願いいたします。

やさしさで

地域を支える

赤い羽根

集まった募金の約７０％は、募金をいただいた地域で使われています。残りの３０％は、住んで
いる市町村を超えた県内の広域的課題を解決するための活動や、災害対策の助成に使われています。
ボランティアスクール

学んであんしん
福祉講座

世代間交流

地域で活きる
赤い羽根共同募金

福祉の集い

障がい者社会参加推進
赤い羽根共同募金は、公募による市民活動応援事業の助成金として、地域の課題解決に取り
組む自治会・町内会、当事者団体、ボランティアグループの活動資金にも使われています。
社協だより

平成３０年１
０月１日
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赤い羽根であんなこと、
こんなこと。vol.18

４０

ボラスク☆レストランオープン

来年度の申請については、次回１２月発行の社協だより
でお知らせします。

●ふれあいいきいきサロン
●居場所づくり事業
●買い物支援事業

社協だより

平成３０年１
０月１日

（３）第８
１号

北秋田市共同募金委員会
（電話：69−8025）
まで

お問い合わせは

修了証授与 「１日がんばったね！」

サラダ︑デザートのサイダー寒天を
作りました︒
いよいよ 時にレストランをオー
プン︒招待した地域の方も含め︑約
人が参加︒参加した方からは︑﹁全
部おいしい﹂﹁楽しい時間を過ごせて
大満足でした﹂との声が聞かれました︒
１日体験した児童たちは﹁たくさ
んの人と交流でき︑笑顔が見られて
よかった︒誰かを手伝うことで﹃あ
りがとう﹄と言われたのが嬉しかっ
た﹂と１日を振り返りました︒
ご協 力く ださ っ た 皆 さ ん︑あ り が
とうございました︒
40

人分をみんなで協力して調理

８月１日︑北秋田市内の小学
生 人が社協主催のボランティ
アスクールに参加しました︒
今年度はいきいきサロンでの
ボランティアや児童たちで作り
上 げ る﹁ボ ラ ス ク☆レ ス ト ラ
ン﹂の開店を通して福祉学習を
しました︒
いきいきサロンでは血圧測定
のお手伝いや︑レクリエーショ
ンで盛り上がり︑サロン参加者
の皆さんは児童の優しさや気遣
いに感心していました︒
午後にはレストラン招待状を
渡 し に 地 域 の 方 の お 宅 を 訪 問︒
児童たちは招待状を受け取って
もらい︑ホッとした表情を見せ
ていました︒
その後の調理では︑鷹巣地区
民生委員児童委員高齢福祉部会
の皆さん︑ケアタウン厨房職員
の 協 力 を 得 て︑夏 野 菜 カ レ ー︑
11

血圧測定をお手伝いしました

ボランティアスクール開催
Let sチャレンジ☆ボランティア

17

赤い羽根の助成金を受けて様々な活動をしている人たちがいます。
皆さんも、じぶんの住む町で何か始めてみませんか？
子育て支援

ボランティア支援

三世代交流

●親子リフレッシュ事業
●ひとり親支援事業

●朗読・手話ボランティア支援事業
●理容ボランティア支援事業

●だまっこ作り交流会
●餅つき交流会

地域福祉活動

募金箱の設置にご協力いただける店舗・施設を募集しています！

秋田県共同募金会・北秋田市共同募金委員会では年間を通じ
た協力方法の一つとして「赤い羽根募金箱」の設置を提案して
います。 いつでも気軽に募金できる環境づくりに、また企業
や商店の社会貢献の手段として赤い羽根募金
箱の設置をぜひ検討してみませんか？

ご協力よろしくお願いいたします

計画期間

画に基づき、総合的な視点から住民と地域、市及び社会福祉協

２０１８年度（平成３０年度）から２０２０

機関が一体となって課題解決を図るための基本的な指針を作り

年度までの３年間とし、必要に応じて見直しを

画」を、当会が「地域福祉活動計画」を策定しました。

図ります。

支え合う 明るいまちづくり〜

暮らせる「まち」づくり

○交流の場づくりの推進
○安心安全の暮らしのサポート
のサポート
○地域の見守り活動の充実

基本方針Ⅲ

○高齢者・障がい者支援の推進

○生活困窮者自立支援の推進

○子育て支援の推進
○相談窓口での相談・情報提供の実施
○地域支援ネットワーク形成の推進
《総合相談窓口》

《ボランティアセンター事業》
ボランティア・地域・市民活動の相談
窓口となり、個人ボランティア、ボラン
ティアグループ等を支援しています。

支え合いの「しくみ」づくり

各地域（イオンタウン鷹巣、ケアタウン、あいかわ、もりよし、あに）に
相談窓口を設置します。複合的な課題をはじめ、あらゆる相談に応じる福祉
の総合相談窓口です。

《くらし相談センター》

◆ボランティアスクールを開催します
（小学校の夏休みを利用した体験型福祉講座）
◆サロンボランティア養成講座を開催します
◆ボランティア保険の加入促進を図ります

さまざまな要因で生活に困窮している方や
世帯に対し、自立に向けて支援します。
支援は、関係機関との連携を図り、本人の
状態に応じて包括的かつ継続的にすすめます。
また、家計の状況や課題を明らかにし、家
計再生の支援を行う「家計相談支援事業」も
行います。

《日常生活自立支援事業》
判断能力に不安のある高齢者や知的障がい、
精神障がいのある方に対して、福祉サービス
の利用援助や日常生活の金銭管理のお手伝い
を行います。

サロン活動の充実を図るためにボラン
ティア養成講座が開催されています

《認知症高齢者等
見守りネット事業》
行方不明のおそれのある方と捜索活動や
情報提供に協力できる団体・個人の方に事
前に登録いただき、一刻も早く自宅に戻れ
ることを支援するしくみです。
登録を促進し、ネットワークを広げます。

《フードバンク》
関係機関と連携し、生活困窮世帯に
対して、一時的な食料支援を行います。

《心配ごと相談（無料法律相談）》
２ヶ月に１度、弁護士による法律専
門相談会を継続して行います。

《生活福祉資金貸付事業》
低所得者世帯、高齢者世帯、障がい
者世帯に対して世帯の自立更生を促進
するため、資金の貸し付けと必要な援
助指導を行い、経済的に安定した生活
が送れるよう支援します。（秋田県社協
より受託）

社協だより

《きたきた希望の会》
家に閉じこもりがちだった方や、仕
事をしていない期間が長引いてしまっ
た方など社会参加が困難な方の居場所
づくりを行い、自立支援を行います。

《たすけあい資金貸付事業》
市民の皆様からいただいたご寄付や
社協会費を原資として、緊急性のある
生活困窮世帯に対して、つなぎ資金を
一時的に貸付します。

平成３０年１
０月１日
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地域福祉活動計画の紹介（社会福祉協議会の取り組みの一部を紹介します）
計画策定の趣旨

計画の位置づけ

行政、民間サービスだけに限らず、地域住民一人ひとりが主体となって、地域にお
ける支え合いや助け合いの力を高める取り組みに参加しながら地域共生社会の実現が
求められています。当会はその役割と方向性を明らかにしながら地域福祉の推進を図
るため、関係機関・団体と連携・協働して活動計画を策定します。

第２次北秋田市総合計画

議会をはじめとする関係機

ます。市が「地域福祉計画

基本理念 〜お互いが尊敬し 支
基本方針Ⅰ

地域を支える「ひと・こころ」の育成

○住民・自治会活動の推進

○福祉の意欲向上

○社会人への福祉教育

○次世代の福祉教育の実践

○福祉人材の育成と活動拠点の醸成

《全戸訪問活動》

《介護職員初任者研修》

介護や福祉を担う人材育成の一翼を担
社協職員が地域に出向き、地域の課題
を一緒に考え、問題を抱えている住民に います。また、資格取得後の就労支援も
行います。
対して適切な情報提供を行います。
制度の狭間にある問題に対しても関係
機関と連携を図り、日頃からネットワー
クの強化につなげます。

基本方針Ⅱ

安心して暮

○住民活動への支援
○世代間交流の促進
○自治会・町内会の支え合い活動の
○警察と連携した防犯体制の強化
○災害対策の充実
《ふれあいいきいきサロン》
住民主体で行うサロンを促進します。
地域の中で孤立しないように仲間づくり
とささえあう輪を広げ、介護予防へつな
げます。

《世代間交流事業》
地元で活躍できる資格取得を応援します

《福祉教育応援事業》
《地域福祉活動支援事業》
地域住民が主体となって行う地域福祉
活動を支援しています。
３年間で活用団体を１.３倍に増やし
ます。また、これから福祉活動を行おう

児童・生徒を対象に、社会福祉への理
解と関心を高め、思いやりとやさしい心
を育む教育活動に助成支援をします。
市内の全ての学校に継続して活用して
もらうよう働きかけます。

とする自治会に対しては、助成支援だけ

《災害ボランティアセンター事業》

でなく参画支援を行います。（地域福祉
活動スタート支援事業）

地域の高齢者との交流

《学んであんしん福祉講座》
地域の会館でのサロン・居場所づくり

《福祉イベントの開催》
「福祉大会」
「福祉の集い」等の啓発イベ
ントを開催します。

（５）第８
１号

平成３０年１
０月１日

地域の高齢者世代と子ども世代の交流
を通して、敬う心と生きがいを感じても
らう目的で開催します。

被災市民が復旧・復興支援を行うため
に設置されるもので、市内外から駆けつ
けるボランティアを効果的、かつ円滑に
活用し、復旧活動を行います。
「災害ボランティア団体事前登録」制度
を導入し、平常時からの連携を図るため、
さらに団体や企業の登録を増やします。

住民の関心が高い福祉テーマを中心に
自治会やグループを対象に、地域の会館
に出向き講座を開きます。
更に活用団体が増えるようＰＲ活動を
行います。
水害を想定した床板はがしの演習
毎回テーマを変えて実践研修をしています

社協だより

香典返し寄付金

︽たかのす受付分︾
菊地 広樹様︵松葉町︶亡父 邦廣様
成田 智幸様︵東横町︶亡父 豊弘様
小坂 鶴雄様︵堂ヶ岱︶亡母 清野様
佐々木正雄様︵松 沢︶亡母 サタ様
佐藤 正孝様︵松葉町︶亡母 直 様
藤嶋加代子様︵舟見町︶亡夫 孝男様
小山 玲子様︵旭 町︶亡父 二郎様
工藤 隆吉様︵住吉町︶亡妻 恵子様
川口 岩雄様︵舟 場︶亡母 チヱ様

修
岱︶亡父

井︶ 亡義父村形武三様

梅邑

齊籐

一幸様︵笑

金也様︵吉

内︶亡母

田︶亡母トミ子様

伸一様︵湯口内︶亡母イヨ子様

︽あに受付分︾

松岡
賢一様︵李
城︶ 亡義母松橋愛子様
山田

白沢

一彦様︵柏木岱︶亡母

弦雄様︵桂

又︶亡母マサ子様
チヤ様

小山

玲子

◆ケアタウン受付

◎相談活動

◎資金貸付事業

﹃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

市民の皆様よりお預かりした
義 援 金 は︑秋 田 県 共 同 募 金 会 を
通して中央共同募金会へ送金さ
せていただきました︒
ありがとうございました︒

第８
１号（６）

様︵川

成田

英一様

幸一様︵三木田︶ 亡祖母ナホヱ様

今野富士夫様︵道

沢︶亡父
ソヨ様

倉治様

三浦
翔
杉︶亡母

キエ様

柴田

吉彦様︵小

︶亡母
米内沢駅前

イヨ様

加藤
正美様︵下
杉︶亡母マチヱ様

様︵鎌

後藤
哲男様︵上
井︶亡母
栄︶亡母

森川

敏則様︵

城︶亡母ナオヱ様

一般寄付金

関
和昭様︵川
哲之様︵弥

杉︶ 亡妹川田久子様

佐藤

福雄様︵本

まつ様

勇喜様
獄︶亡母

サタ様

向︶亡夫
慶人様︵御

獄︶亡母

様︵川
大倉

照己様︵御

政昭様

様

佐藤
松岡
俊英様︵上

サト様

石井

︽もりよし受付分︾

金

広幸様︵五味堀︶ 亡義父春日隆治様

瀬︶亡父吉十郎様

滝澤

梅

教子様

津谷

松橋

尚太様︵ 前田駅前︶亡父

カツ様

お問い合わせは、お住まいの地区の地域福祉センターまでお願いいたします。

「地域福祉活動支援事業」支え合う地
域づくりの貴重な財源になっています。

５００円
３，０００円
５，０００円

＊会 員＊
■一般会員（北秋田市に在住する世帯） 一口
■特別会員（篤志家）
一口
■賛助会員（施設・団体・企業等）
一口

成田 智彦様︵今 泉︶亡父捷太郎様
三澤 和則様︵大 堤︶亡父 巖雄様
戸澤 広則様︵大 町︶亡父 正三様
佐藤 篤志様︵材木町︶亡父 茂治様
熊谷 良一様︵前 山︶亡父 藤一様
堀部 亮一様︵本 郷︶亡次男晴彦様
金澤 寿 様︵掛 泥︶亡叔父清美様
藤田 清美様︵前 山︶亡母トミノ様

小倉

鶴治様︵ 山崎団地︶亡妻

様

田崎

長

尚子様︵浦

様︵新屋布︶亡祖母カナ様

田︶亡夫

神成

貴光様︵通り町︶亡父冨士男様
剛

庄司
森川

北秋田市芸術文化協会合川支部様

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３０年１
０月１日

社協だより

薄井 信雄様︵舟 場︶亡母惠美子様
小松 正彦様︵ 綴子上町︶亡父 秀雄様
岩谷 和子様︵栄摩当︶ 亡母武田タミ様

︽あいかわ受付分︾
金田 一男様︵摩 当︶亡母 タキ様

平成３０年７月豪雨災害に対する
義援金をお預かりしました

平成30年７月１日〜平成30年８月31日受付分

＊社協会員加入のお願い＊

今年度も各地域では住民の皆さんへ社協会員のご案内をさせていただきます。
住民の皆様からいただく会費・寄付金は地域福祉活動を推進するための大切な
財源となっております。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

こどものひろば

北秋田市のパパ、ママを応援するためのページです

子育てサポートハウス
わんぱぁく ℡６２−５５５７

なるほど
こそだて

北秋田市花園町１９番４号（北秋田市役所裏）
わんぱぁくは、子育てに関する相談、家族同伴で
遊べる「つどいの広場」
、一時的にお子さんをお預か
りする「一時預かり保育」、病気のお子さんをお預か
りする「病児・病後児保育」を実施しています。詳細
については、お気軽にスタッフにおたずねください。
行事の参加対象は、主に０〜４歳まで
のお子さんと保護者の方です。

行事予定

１０月のお楽しみ会
秋の歌メドレー♪
虫の声・夕焼け小焼け
まあだだにゃんリンゴの木シアター
会場：わんぱぁく
赤ちゃん連れ大歓迎☆
日時：10月16日（火） 行事に気軽に参加してみませんか？
10：20〜受付
スタッフが見守りのサポートをしま
10：30〜11：00
す☆
定員・申込：なし
おいしいヨ！

世代間交流会
「だまっこ会」
日時：11月８日（木）
10：00〜受付
10：15〜12：30（予定）
会場：みちのく子供風土記館
定員：15組
材料費：２００円（一家族）
締め切り：11月２日（金）
持ち物：エプロン・三角巾

地域の方とふれあい
ながら”だまっこ作り
体験”や昔遊びを楽し
みましょう。

鷹巣児童館 63−2436
児童クラブ 84−8626

（７）第８
１号

綴子児童館・児童クラブ

62−1071

平成３０年１
０月１日

忙しい毎日の中で、親子でできる簡単
クッキングやあそびなどを紹介します。
一緒に遊んだり作ったりする中で、子
どもの新たな一面を発見できるかも！？
今回は 「秋のアウトドアクッキ
ング」です。
だんだんと秋も深まり、肌寒い日も増えてきましたね。
簡単にできる「ほかほかホットドッグ」を紹介します。
いつもとは違うクッキングを楽しむと、
体も心もポカポカ温かくなりますよ。
材料
用意するもの
ほかほか
・コッペパン ・新聞紙
・ソーセージ ・アルミホイル
ホットドッグ
・空の牛乳パック
・チーズ
・トマト など ・着火ライター
作ってみよう！

②切れ目を入れたパンに、ソーセージ、
チーズ、トマトなど好きな具材を挟む。
（マシュマロ、チョコ、バナナなどを
入れたデザート風でもＯＫ）
③②をアルミホイル、新聞紙、アルミ
ホイルの順に包む。

文：岩津ちひろ／絵：山村幸司
出版社：福音館書店
たくさんの種類の野菜が登場して
きてマラソン大会をするお話です。
頑張って走る様子や「かぼちゃの
ぼっちゃん かわにぼっちゃん」など、
思いがけない事が起こったりしなが
らテンポよくストーリーがすすむ、
楽しく野菜に親しめる絵本です。いろ
んな野菜を食べて元気になろうね！

みんな大好き
じどうかん

（プラス）

①牛乳パックは上部と底を切り落とし、
筒状にしておく。（切り開かない）

『おやおや、おやさい』
今月の
おすすめ絵本

児童館よりお届け

④③を牛乳パックの中に入れ、着火ラ
イターで牛乳パックに火を点ける。
⑤牛乳パックが燃え切ったあたりが食べ
頃 ！ 温かいうちに召し上がれ♪
牛乳パックなど、内側が白いものの方がよく燃え
ます。燃えるのを待つ間、焼きマシュマロを作って
みてもおいしいですよ☆

注意！
！ ・子供だけでは行わず、必ず大人の人と一緒に作

りましょう！
・水や消火器などを準備し、近隣への配慮や火災、
火傷に十分注意して行ってください。

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

法律相談会

お申し込みは
電話６９−８０２５

『介護教室・介護者のつどい』を開催します

◆日 時 平成３０年１０月２５日（木）

申込み・お問い合わせはお近くの地域福祉センターまで

《介護教室》

◆日 時 平成３０年１１月１１日（日）１３：３０〜１６：００
◆会 場 老人憩の家「ことぶき莊」
（北秋田市下杉字狐森４３番地５３）
◆定 員 ２０名
◆参加費 無料
◆内 容 口腔ケア、オムツ交換、乗降介助など

１０：１５〜１４：３０
◆会 場 北秋田市地域福祉センター
（北秋田市宮前町９番68号）
◆定 員 ７組／１日（１組３０分）

《介護者の集い》

◆対 象 北秋田市民 ◆相談料 無料

★受付開始★

平成３０年１０月５日（金）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。

◆日
◆会
◆定
◆内

時
場
員
容

平成３０年１１月２０日（火）１０：３０〜１４：３０
あゆっこ（北秋田市米内沢字柳原３９−１）
２０名
◆参加費 １,０００円
ゲームや体操でリフレッシュ、歓談、会食

会場までの交通手段のない方はご連絡ください

介護の基礎から学ぶことができます

平成30年度介護職員初任者研修のご案内

◆研修期間 平成30年10月15日（月）〜 11月26日（月）
◆会

場 北秋田市地域福祉センター（北秋田市宮前町９番68号）
補助器具センターたかのす（北秋田市脇神字南陣場岱10）

◆対 象 者 ①北秋田市及び近隣市町村に在住する方で介護
の業務に従事しようとする方
②研修の全日程（１３１時間）を受講できる方
◆定

員 15名（年齢・性別不問）

◆経

費 北秋田市在住の方は、10,400円（税込）
その他の方

35,400円（税込）

※どちらもテキスト代5,400円を含む。
◆申込受付 ９月17日（月）〜 10月８日（月）
※実施要項、受講申込手続き、お問い合わせは各地
域福祉センター窓口まで。
（実施要項、受講申込書はホームページからも
ダウンロードできます。）

第 1 4 回 北秋 田 市 社 会 福 祉 大 会
住み慣れた地域でいつまでも笑顔で暮らし続けられるために、地域で支え合うことの大切さを今一度
認識し、なお一層の絆を大切にする地域福祉社会の実現を目指すことを目的に開催します。
日 時 11月13日（火）13：00 〜 16：00
■
■

式
講

会 場 北秋田市文化会館（ファルコン）北秋田市材木町２番３号

典
演 「支える側が支えられるとき」〜認知症の母が教えてくれたこと〜

藤川

幸之助

氏

■1962年生まれ。長崎大学教育学部大学院修士課程修了。
■詩人・児童文学作家。日本児童文学者協会会員。
■小学校教員を経て、現在は認知症の母親の介護経験をもとに、命や認知症を題材にした作品
を作り続けている。また、認知症への理解を深めるため全国各地で講演活動を行っている。
■著作に「徘徊と笑うなかれ」（中央法規）、ポストカード詩集「命が命を生かす瞬間」
（東本願寺出版）、
「満月の夜、母を施設に置いて」対談・谷川俊太郎 絵・松尾たいこ
（読売新聞社提供）
（中央法規）等多数。

【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３０年１
０月１日
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