
vol.95
令和３年３月１日

発行

INFORMATION

★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

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！

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

【お問い合わせ先】
★社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会

電話　０１８６－６９－８０２５
FAX　０１８６－６３－２４６０

〒018－3312　北秋田市花園町16番1号

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　FAX　0186-63-2460

「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。

最新情報は 北秋田市社協 検索 http://www.kitaakita-shakyo.or.jp

ひろげようやさしさの “輪” を
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寄贈された布草履

　株式会社ユアテック鷹巣営業所様よりレスキュー
フーズ４箱（48人分）をいただきました。
お困りの世帯への支援に活用させていただきます。
ご協力ありがとうございます。

　１月15日、18日、19日の３日間で鷹巣地区、２月４
日に阿仁地区、２月18日に合川・森吉地区で高齢者宅
の防火指導を実施しました。
　北秋田市消防本部、民生委員、社協職員が高齢者宅を
訪問し、台所のガス台やストーブなど火の元に注意が必
要な箇所と、火災警報器が正常に作動するかを点検しま
した。
　皆様も今一度、ご自宅の火の元を点検してみましょう。

　２月６日、鷹巣中学校野球部とソフトテニス部の生徒約70名が学校周辺の一人暮らし
高齢者世帯を対象に除雪ボランティアを行いました。
　同校では毎年、地域貢献活動の一環として除雪ボランティアを行っています。昨年は雪
が少なかったため、活動を行うことができませんでしたが、今年は民生委員を通じて除雪
に困っている一人暮らしの高齢者世帯を対象に実施しました。
　生徒たちは高齢者宅を訪問し、スコップで固くなった雪を削る係とスノーダンプで雪を
運搬する係に分かれ、除雪作業を行いました。
　ボランティア活動を受けた方は「雪が固くて除雪に困っていたので、とても助かりまし
た」と参加した生徒にお礼を述べていました。

除雪ボランティアで地域貢献活動

火災が多発しています

火の元点検をしましょう

・ 外出時や寝る前には必ず火の元を確認
・ 洗濯物はストーブの上に干したり近くで乾かしたりしない
・ 寝たばこは絶対しない
・ ガスコンロなどの側を離れる時は必ず火を消す
・ 消毒用エタノールは火の側に置かない
・ 給油が必要な場合は、必ず火を消してから行う
・ コンセント周りを掃除し、メンテナンスできるようにする

火の元点検チェックポイント

秋田北鷹高等学校家庭クラブから布ぞうりをご寄贈いただきました

　車いすは、福祉施設などで大切に利用させてい
ただきます。本当にありがとうございます。

鷹巣東小学校から車いすを
ご寄贈いただきました

ユアテック様がフードバンク活動に
食料をご寄附してくださいました

　２月４日、秋田県立秋田北鷹高等学校家庭クラブ
から布ぞうり10足をご寄贈いただきました。
　「コロナ禍の中で何か地域のために役立てること
はないかと古布で布ぞうりを作ることにしました。
編み方の習得には時間がかかりましたが、高齢者の
方が昔を懐かしんでくれるよう心をこめて作りまし
た。」とのことです。ありがとうございます。
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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

みんな大好き
じどうかん

　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。

児童館
鷹巣児童館　６３－２４３６
綴子児童館　６２－１０７１
太田児童館　６２－４４０５
鷹巣西児童館　６２－１９２２
中央児童館　６２－２３００

児童クラブ
鷹巣小児童クラブ　８４－８６２６
綴子小児童クラブ　６２－１０７１
鷹巣東小児童クラブ　６２－４４０５
鷹巣中央小児童クラブ　６２－２３００
鷹巣南小児童クラブ　６６－２５７０

　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」、病気回復期のお子さんを
お預かりする「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。

子育てサポートハウス
わんぱぁく ℡６２－５５５７
北秋田市花園町１９番４号（北秋田市役所裏）

なるほど
　こそだて　　（プラス）

児童館よりお届け

大阿仁小学校 阿仁中学校

　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「ひな祭りクッキング」です。

　３月に入り、だんだん暖かい日が増えてきそうですね。
　３月３日はひな祭り、女の子の成長と健康を願う行事
です。
　お家でも簡単に作れるちらし寿司でお祝いしてみま
せんか？

１．すし飯
①固めに炊いたご飯に
すし酢を入れる
②手早く混ぜ、冷まし
ておく
２．具材の準備

①スーパーで売ってい
る蒸しエビやいくら、
お刺身など、好きな
物を準備しよう！ツ
ナの缶詰や鮭フレー
クなども簡単でおい
しいよ
②薄焼き卵を細く切っ
た「錦糸卵」やピン
　ク色の「桜でんぶ」なども彩りがよくなってオススメ！

３．作り方
①市販のプリン用カップなどにしっかりとすし飯を詰
める
②①の上に好きな具材を乗せる
　錦糸卵や桜でんぶを敷き詰めてから他の具材を乗せ
るときれいな色合いに！
　すし飯と錦糸卵などの具材を段々に詰めると、横か
ら見たときカラフルになります♪
③盛り付け終わったら完成！

つどいの広場利用について
　わんぱぁくでは、冬の感染症流行時期について以下の
対策を行っています。来館の際にはご理解とご協力のほ
どよろしくお願いします。

２月は節分お楽しみ会を開催しました

町に愛を。胸に羽根を。

来年度も様々な行事を企画しておりますのでぜひご参加
ください。よろしくお願いいたします！

・ 玄関での手指消毒
・ 利用者名簿に氏名、検温、
健康状態、来所時間の記入

・ 手洗い
・ ホールの利用人数は10人
程度

令和３年２月１日現在

　赤い羽根共同募金運動へのご参加、ご協力をいただき、本当にありがとうございました。
　今年度の募金実績額は、たかのす地区4,912,848円、あいかわ地区1,813,420円、もりよし地区
1,883,032円、あに地区923,139円、合計で9,532,439円となりました。
　この募金を財源に、市民の活動を応援する助成事業や地域の世代間交流、高齢者のサロン活動、
新生児のお祝い金支給など様々な地域福祉事業を行うことができます。
　市民のみなさまの温かい気持ちにお応えしながら、地域福祉づくりに活用します。

ありがとうございました
赤い羽根共同募金運動報告 実績額 9,532,439円

学校募金へのご協力
ありがとうございます

鷹巣小学校 鷹巣東小学校 綴子小学校 鷹巣中央小学校

米内沢小学校 前田小学校 森吉中学校 阿仁合小学校

鷹巣南小学校 鷹巣中学校 合川小学校 合川中学校

　２月１日、節分のお楽しみ会
がわんぱぁくで開かれました。
　今回は親子６組が参加し、節
分にちなんだ歌や紙芝居などを
楽しみました。
　また、簡単な「鬼のお面」製
作も行われ、楽しみながら親子
いっしょにお面を完成させまし
た。
　最後に紙をビニールテープで
丸めた「豆」を壁に貼った大き
な鬼の顔に向かって親子で「豆
まき」をし、節分行事を体験し
ました。

☆用意する物☆
・市販のプリン用カップなど
・ご飯 茶碗１杯分
・すし酢（市販） 大さじ１杯
・好きな具材
（蒸しエビ、桜でんぶ、いくら、
錦糸卵、ゆでた絹さやなど）

カップに盛り付けるので手に持って食べやすいよ！
具材の準備で包丁や火を使うときは、ケガややけどに注意
してくださいね。

赤い羽根共同募金運動に
市内小中学校からたくさん
ご協力いただきました。
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善　意善　意 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。

香典返し寄付金

一 般 寄 付

申　　請　　内　　容
社会的孤立状態にある方の社会参加を支援する目的で、毎週日
曜日にコムコムで居場所を開催しています。
社会を明るくする作文コンテストは、毎年各学校から応募があり
良い作文集となっています。公民館、図書館等で閲覧できますの
で子どもたちの頼もしい思いを是非、手に取ってご覧ください。
失語症、構音障害で悩んでいる方の会員を募集しております。
スカットボールやボッチャなどのレクリエーション備品の申請
です。
旧鷹巣西小跡地を活用したパークゴルフ場の備品の申請です。
地域の方々で９ホールを整備しています。
もりよし地区の高齢者交流会と講座を年１回開催しています。
会員以外の一般参加も広く呼びかけております。
地域内の高齢者の交流と健康増進を図る目的でレクリエーショ
ン備品を申請しました。
３自治会が共同してサロン活動を行っており、今回は冬場の健
康増進に活用するルームランナーなどを申請しました。
地域内の畑を借りて、地域で農作物を栽培したり、化粧水を精
製する活動や俳句会との交流も行い、地域を盛り上げています。
地域内の高齢者の交流と健康増進を図るためにレクリエーショ
ン備品を申請しました。
地域内のサロンを健康増進の機会とするため、レクリエーショ
ン備品を申請しました。
「広報きたあきた」「市議会だより」の音声吹替えを行い、必要
な方にお届けしています。

出かける機会が少なくなった高齢者を募ってドライブツアーを
企画しています。
知的障がいや身体のハンディキャップのある方やその家族が地域
の中で自立した生活ができるよう様々な研修を企画しています。
週に一度、コムコムで手話の学習会を実施しています。今回は
交流会も企画しました。
夏休みに市内の小学生を対象に手話体験会、聴覚障がい者との
交流会を企画しました。
野外での防災講座を実施するための備品等の申請をしました。
看護師の資格をいかし、研鑽を積みながらボランティア活動を
しています。
高齢者向けのサロンを立ち上げ、今回は座椅子を申請しました。
コロナ禍でも体験セミナーを受講できるようリモート環境を整
えるための申請をしました。

障害を抱えている児童が様々な体験を通じて生活力を向上して
いけるようイベントを企画しています。

子育てしやすい地域づくりを目指して子どもの遊び場や子ども
食堂などの運営費を申請しました。

　《たかのす受付分》
中嶋忠五郎様（小ヶ田）亡妻　次　様

武藤　淳子様（大　町）亡母　セイ様

堀部　雅彦様（葛　黒）亡母ヒロ子様

間渕　利夫様（南田中）亡義母榮子様

佐藤　由広様（深　沢）亡母キノヱ様

成田　弘子様（新舟見町）亡夫　一成様

佐藤　公敏様（新屋敷）亡母　フミ様

近藤　昭　様（中屋敷）亡父利一郎様

明石　英樹様（新田中）亡父　末藏様

長崎　剛征様（街道町）亡祖父健三様

岩川　純一様（大　町）亡母　スガ様

小笠原　健様（前　山）亡母　ウメ様

佐々木孝憲様（北中家下）亡義父金沢松男様

小松惠美子様（向黒沢）亡父内山昭一様

佐藤　博樹様（大　町）亡妻　一子様

北林　弘子様（掛　泥）亡父　繁隆様

大川　愛子様（あけぼの町）亡夫　廣　様

長谷川博行様（太　田）亡母　ヤヱ様

寺田　博明様（あけぼの町）亡母　ヤシ様

照内　芳孝様（大　堤）亡妻ユリ子様

藤本　勝　様（松　沢）亡義母キヌ様

長崎　克美様（緑ヶ丘）亡父　幸一様

成田　定信様（緑ヶ丘）亡母　フミ様

小笠原一成様（前　山）亡母　京子様

渡辺　隆　様（南中家下）亡父渡邊隆吉様

白根　隆　様（糠　沢）亡母　イト様

田村　義明様（舟見町）亡母　チヱ様

福原貞一郎様（摩　当）亡母　貞子様

武藤　重光様（坊沢羽立）亡母トミヱ様

木村　和子様（松葉町）亡夫　甲治様

河田　和徳様（あけぼの町）亡母　ミツ様

佐藤　雄咲様（坊　山）亡祖母ヒデ様

長岐　貞行様（根木屋敷岱）亡弟　務　様

布田　久　様（七日市）亡母　トメ様

中島　礼司様（米代町）亡妻　純子様

戸澤　カヨ様（前　山）亡夫　文雄様

笹原　一人様（湯ノ岱）亡母　矩子様

　《あいかわ受付分》
杉渕　忠寿様（増　沢）亡母　ミヤ様

永坂　初男様（道　城）亡父長四郎様

加藤　キヨ様（鎌　沢）亡夫　作藏様

森岡　薫　様（桃　栄）亡母　キミ様

杉渕　公広様（増　沢）亡祖母チヱ様

近藤　牧子様（上　杉）亡母佐藤ミツヱ様

吉田　孝瑞様（川　井）亡母イネ子様

福岡　政一様（三　里）亡母　キク様

武石　大智様（合　川）亡母　照子様

柴田　良悦様（合　川）亡母　惠子様

工藤　久治様（上　杉）亡母　フク様

成田　道彦様（李　岱）亡母　アイ様

松岡　一勝様（羽根山）亡母ヨシヱ様

佐藤　信夫様（東根田）亡父　國雄様

木村　寛二様（李　岱）亡母　告子様

高橋　文蔵様（松ヶ丘）亡次女紀子様

木村　弘子様（松ヶ丘）亡義妹アヱ子様

高谷　則幸様（芹　沢）亡母　キノ様

　《もりよし受付分》
羽場冨士美様（長　野）亡妻ツヤ子様

秋元　秀夫様（本城荒町）亡妻　照子様

石﨑　弘美様（　止　）亡母カツヱ様

森川　康隆様（新屋布）亡父　作治様

細田　政春様（米　畑）亡父　末吉様

久住　昭宏様（浦　田）亡父　昭一様

長田　健一様（大　杉）亡義姉松橋みよ様

涌坪　貞夫様（平　里）亡母ツルヱ様

加藤　義美様（向本城）亡父　義男様

松岡　昭秀様（大　町）亡母トミヱ様

柴田　守　様（小　又）亡父　武　様

三浦　秋志様（米内沢大町）亡妻　照　様

森川　寿　様（新屋布）亡父忠次郎様

佐藤　竜太様（鶴　田）亡父　國男様

森川　洋子様（新屋布）亡義母ミネ様

　《あに受付分》
西根　次雄様（幸屋渡）亡母　サダ様

湊　　広　様（荒　瀬）亡母トキヱ様

鈴木　一幸様（比立内）亡長男涼雅様

佐藤　光義様（湯口内）亡母タキヱ様

上杉　孝幸様（長　畑）亡母ウメノ様

工藤ミサオ様（比立内）亡叔母松橋ハツ様

鈴木　孝子様（幸屋渡）亡父菊地貫様

佐藤　克巳様（根　子）亡妻　明美様

湊　さおり様（下新町）亡父　清　様

湊　　和雄様（荒　瀬）亡母　スヱ様

松橋　真幸様（比立内）亡母チヤノ様

《ケアタウン受付分》
村上　京子様（掛　泥）亡母田村ミヅ様

◆あいかわ受付

　　　金森　勝三　様

令和２年11月１日～令和３年１月31日受付分

　『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。
　　◎相談活動　◎資金貸付事業
　　◎情報提供　◎ネットワーク活動
　　◎地域福祉活動支援事業　など

　この事業は、地域の福祉課題解決に取り組む組織・団体の活動に対し、赤い羽根共同募金からの助
成金をもって財政面から支援し、活性化を図ることを目的に実施しています。
　例年は応募した組織・団体によるプレゼンテーションが行われ、それを北秋田市共同募金委員会審
査員が審査していましたが、今回は新型コロナウイルス感染状況を考慮し、書類審査に変更としまし
た。審査会は各地域福祉センターでリモート形式で実施され、各団体の申請書を基に事務局で申請・
活動内容を説明し、審議しました。

赤い羽根であんなこと、こんなこと。vol.30

令和３年度「公募による
市民活動応援助成事業」

申請内容結果報告

助成総額  2,199,242円
赤い羽根共同募金は

  あなたの近くでこんな活動に。

団　体　名
若者自立サポーターの会

北秋田地区保護司会

失語症友の会「しゃべる」
北秋田市老人クラブ連合会
鷹巣支部
坊沢げんきクラブ

北秋田市老人クラブ連合会
森吉支部
上町自治会

サロンななくら

太平町町内会

坊沢相善町内会

新屋敷町内会

朗読ボランティア
「やまびこ」

つなぎの会

北秋田市手をつなぐ育成会

北秋田手話サークル
「いずみの会」

光の会
在宅看護職 鷹巣白鷹の会

岩脇サロン
北秋田市ミュージック・
ケア研究会
～ハートミング～
チャレンジ！！きたっこ

PLAY park KiTa

活　動　名
若者居場所「くまっこ」開
催事業
更生保護・犯罪予防事業・
『社会を明るくする運動の
実施』
失語症者と家族の交流事業
ニュースポーツ大会、単位
クラブ活動、各地区サロン
にぎわいの場づくり、世代
間交流会
地域間における高齢者同志
のふれあい事業
いきいきサロンレクリエー
ション用備品購入
七座地域のいきいきサロン

高齢者生き生き植栽事業

生き生きとサロン、世代間
交流
いきいきサロン、世代間交
流会
音訳CDによる情報提供
（広報きたあきたと市議会
だよりを中心に）
地域のつながりを深め、高
齢者が憩える機会を作る会
地域自立支援研修と社会参加

聴覚障害者と交流活動

夏休みこども手話体験

障がい者の自立と学びの支援
住民の健康づくりを支援す
るボランティア活動
岩脇サロン
ミュージック・ケア体験セミ
ナー等の開催と定期講習会

障がい児の余暇活動並びに
生活支援活動とボランティ
アとの交流事業
ASOBIBA

助成額（円）
54,000

198,000

68,497
118,118

185,520

108,300

153,318

111,840

134,500

62,392

22,908

32,852

50,484

87,378

23,560

37,200

146,070
51,716

59,700
200,000

92,889

200,000



令和３年３月１日　第９５号（４）社協だより（５）第９５号　令和３年３月１日 社協だより

地域のふくし情報局

応援します！ささえあう地域づくり
—令和３年度「地域福祉活動支援事業」の助成が始まります—

　この事業は、住み慣れた地域で高齢者から子どもまで、住民みんなが支え合い、安心して暮らせるように地域
住民が主体となって行う活動を助成支援することを目的に実施しています。
　要綱、申請書類は各自治会・町内会へ送付します。事業活用の検討や興味がある自治会・町内会は、是非、申
請ください。尚、申請に当たってのご相談は、事前に各地区の相談窓口へご連絡ください。

　地域のみなさんが主体となり、高齢者、障がい児（者）、児童などに参加を呼びかけ実施する『地域福祉活
動』を支援するためのレクリエーション用品や、備品の貸出を行っています。ぜひご活用ください。

鷹巣地区 北秋田市社会福祉協議会
北秋田市花園町１６－１
☎６９－８０２５
あいかわ地域福祉センター
北秋田市新田目字大野５－１
☎７８－３１６６
もりよし地域福祉センター
北秋田市米内沢字大樋１－２
☎７２－３４９４
あに地域福祉センター
北秋田市阿仁銀山字下新町４１－１
☎８２－３３７４

合川地区

森吉地区

阿仁地区

各地区の相談窓口

舟見町自治会（鷹巣）

◎助成対象　自治会・町内会 ◎助成金額　年間100,000円を限度とする
◎助成期間　４月１日から翌年３月31日 ◎事業財源　寄付金・社協会費
◎対象事業　地域住民の参加と協力による地域での支え合い、助け合い活動を目的としている事業

◎対　象　自治会、福祉団体、ボランティア団体など地域福祉活動を行う団体
◎申　請　各地域福祉センターへ申請書を提出してください
◎期　間　用品・備品により異なります　　◎料金は無料です

地域福祉活動備品をご利用ください
無料で貸出しています！地域の行事・サロン・勉強会で使用してみませんか？

輪投げ スカットボール バランスゲームジェンガニチレクボール ボッチャ

※貸出日が重なる場合があります。
　各地域福祉センターへお問い合
　わせください。

ラダーゲッター、スティックリング、スカットボール、輪投げ、ジェンガ、ボッチャ
高齢者疑似体験セット、かるた、ニチレクボール（室内ペタンク）、思い出カルタ
ワイヤレスマイク、プロジェクター、スクリーン
スカットボール、カラーボウリングゲーム、しりとりブロックくずし、おけだま
おはしdeまめつかみゲーム、白黒ゲーム（オセロ）、お月様バランスゲーム
黒ひげ危機一髪、ニチレクボール（室内ペタンク）、頭リハビリパズル、日本地図パズル
世界地図パズル、ジャンボトランプ、ラダーゲッター、点とりゲーム、輪投げ
脳トレボードゲーム よーし！おくぞー！シリーズ、ワイヤレスマイク、プロジェクター、スクリーン
ボール・ボードゲームＧＧ、だるま落とし、お手玉リズム体操、あいうえおカード
思い出カルタ、日本地図パズル、楽器（カスタネット・タンバリン・鈴）、輪投げ
ボウリングゲーム、高齢者疑似体験セット大人用・子ども用、プロジェクター、スクリーン
輪投げ、スカットボール、グラウンドゴルフ、スマイルボウリング、四字熟語合わせ
安全ボウリング、あいうえおカード、ビンゴゲーム、黒ひげ危機一髪
おはしdeまめつかみゲーム、バランスゲーム、電動血圧計、プロジェクター、スクリーン

たかのす
地域福祉センター

あいかわ
地域福祉センター

もりよし
地域福祉センター

あに
地域福祉センター

【お問い合わせ先】　＊申請をご希望される方は事前にご連絡ください
北秋田市社会福祉協議会　　☎６９－８０２５　　　もりよし地域福祉センター　☎７２－３４９４
あいかわ地域福祉センター　☎７８－３１６６　　　あ　　に地域福祉センター　☎８２－３３７４

【対　象　者】
新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、一
時的な生活資金を必要とする世帯

緊急小口資金
（生活費）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に収入が減少した世帯に当座の生活費を貸し付ける

「緊急小口資金」と「総合支援資金」の
特例貸付受付期間が令和３年３月末までとなっています

＊教育支援資金・修学資金・資格取得再就職準備資金についてのご案内＊

　　　　　【お問い合わせ先】
これらの制度は対象となる方に貸付されます。
詳細につきましてはお問い合わせください。

社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
秋田県福祉保健人材・研修センター
☎０１８－８６４－３１６１

介護福祉士の資格取得やキャリアアップ・介護の仕事への再就職を希望している方へ
～介護福祉士実務者研修受講資金・離職介護人材再就職準備金貸付制度～

　介護福祉士養成施設・社会福祉士養成施設に入学予定・在学する方に対し、修学に必要な費用を無利子
で貸し付けします。卒業後に一定期間、秋田県内で介護福祉士・社会福祉士として対象業務に従事する場
合、全額返還を免除できる制度です。

返還免除条件：養成施設を卒業後、１年以内に介護福祉士・社会福祉士に登録し、かつ、
　　　　　　　秋田県内の指定施設において、介護福祉士・社会福祉士として５年間継
　　　　　　　続して、対象業務に従事すること。

○介護福祉士実務者研修受講資金
◆貸　付　額：上限20万円以内
◆返還免除条件：
実務者研修施設を卒業してから１年以内に、
介護福祉士に登録しその後秋田県内で２年
間継続して介護業務に従事すること。

○離職介護人材再就職準備金
◆貸　付　額：上限40万円以内
◆返還免除条件：
秋田県内で２年間継続して介護業務に
従事すること。

～介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付制度～

　介護福祉士の資格取得のために必要な資金や、または一定の資格がある方が一旦介護職を離職した後に
再度就職する際に必要な準備資金として、無利子で貸付する制度です。

貸付上限額：20万円以内
据 置 期 間：１年以内
償 還 期 限：２年以内
貸 付 利 子：無利子
保　証　人：不要

【対　象　者】
新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困
窮し、日常生活の維持が困難となっ
ている世帯

総合支援資金
（生活費）

貸付上限額：月20万円以内
貸 付 期 間：原則３ヶ月以内
据 置 期 間：１年以内
償 還 期 限：10年以内
貸 付 利 子：無利子
保　証　人：不要

【主な支給要件】
・収入要件
世帯収入合計額が基準額をこえな
いこと、かつ世帯の預貯金の合計
額が一定額以内であること

住居確保給付金
（家　賃）

・支給期間：原則３ヶ月

※支給額は世帯人数等により
異なりますので詳細は下記
までお問い合わせください。

休業等に伴う収入減少により、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれがある方に対して、一定期間
家賃相当額を支給します。



令和３年３月１日　第９５号（４）社協だより（５）第９５号　令和３年３月１日 社協だより

地域のふくし情報局

応援します！ささえあう地域づくり
—令和３年度「地域福祉活動支援事業」の助成が始まります—

　この事業は、住み慣れた地域で高齢者から子どもまで、住民みんなが支え合い、安心して暮らせるように地域
住民が主体となって行う活動を助成支援することを目的に実施しています。
　要綱、申請書類は各自治会・町内会へ送付します。事業活用の検討や興味がある自治会・町内会は、是非、申
請ください。尚、申請に当たってのご相談は、事前に各地区の相談窓口へご連絡ください。

　地域のみなさんが主体となり、高齢者、障がい児（者）、児童などに参加を呼びかけ実施する『地域福祉活
動』を支援するためのレクリエーション用品や、備品の貸出を行っています。ぜひご活用ください。

鷹巣地区 北秋田市社会福祉協議会
北秋田市花園町１６－１
☎６９－８０２５
あいかわ地域福祉センター
北秋田市新田目字大野５－１
☎７８－３１６６
もりよし地域福祉センター
北秋田市米内沢字大樋１－２
☎７２－３４９４
あに地域福祉センター
北秋田市阿仁銀山字下新町４１－１
☎８２－３３７４

合川地区

森吉地区

阿仁地区

各地区の相談窓口

舟見町自治会（鷹巣）

◎助成対象　自治会・町内会 ◎助成金額　年間100,000円を限度とする
◎助成期間　４月１日から翌年３月31日 ◎事業財源　寄付金・社協会費
◎対象事業　地域住民の参加と協力による地域での支え合い、助け合い活動を目的としている事業

◎対　象　自治会、福祉団体、ボランティア団体など地域福祉活動を行う団体
◎申　請　各地域福祉センターへ申請書を提出してください
◎期　間　用品・備品により異なります　　◎料金は無料です

地域福祉活動備品をご利用ください
無料で貸出しています！地域の行事・サロン・勉強会で使用してみませんか？

輪投げ スカットボール バランスゲームジェンガニチレクボール ボッチャ

※貸出日が重なる場合があります。
　各地域福祉センターへお問い合
　わせください。

ラダーゲッター、スティックリング、スカットボール、輪投げ、ジェンガ、ボッチャ
高齢者疑似体験セット、かるた、ニチレクボール（室内ペタンク）、思い出カルタ
ワイヤレスマイク、プロジェクター、スクリーン
スカットボール、カラーボウリングゲーム、しりとりブロックくずし、おけだま
おはしdeまめつかみゲーム、白黒ゲーム（オセロ）、お月様バランスゲーム
黒ひげ危機一髪、ニチレクボール（室内ペタンク）、頭リハビリパズル、日本地図パズル
世界地図パズル、ジャンボトランプ、ラダーゲッター、点とりゲーム、輪投げ
脳トレボードゲーム よーし！おくぞー！シリーズ、ワイヤレスマイク、プロジェクター、スクリーン
ボール・ボードゲームＧＧ、だるま落とし、お手玉リズム体操、あいうえおカード
思い出カルタ、日本地図パズル、楽器（カスタネット・タンバリン・鈴）、輪投げ
ボウリングゲーム、高齢者疑似体験セット大人用・子ども用、プロジェクター、スクリーン
輪投げ、スカットボール、グラウンドゴルフ、スマイルボウリング、四字熟語合わせ
安全ボウリング、あいうえおカード、ビンゴゲーム、黒ひげ危機一髪
おはしdeまめつかみゲーム、バランスゲーム、電動血圧計、プロジェクター、スクリーン

たかのす
地域福祉センター

あいかわ
地域福祉センター

もりよし
地域福祉センター

あに
地域福祉センター

【お問い合わせ先】　＊申請をご希望される方は事前にご連絡ください
北秋田市社会福祉協議会　　☎６９－８０２５　　　もりよし地域福祉センター　☎７２－３４９４
あいかわ地域福祉センター　☎７８－３１６６　　　あ　　に地域福祉センター　☎８２－３３７４

【対　象　者】
新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、一
時的な生活資金を必要とする世帯

緊急小口資金
（生活費）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に収入が減少した世帯に当座の生活費を貸し付ける

「緊急小口資金」と「総合支援資金」の
特例貸付受付期間が令和３年３月末までとなっています

＊教育支援資金・修学資金・資格取得再就職準備資金についてのご案内＊

　　　　　【お問い合わせ先】
これらの制度は対象となる方に貸付されます。
詳細につきましてはお問い合わせください。

社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
秋田県福祉保健人材・研修センター
☎０１８－８６４－３１６１

介護福祉士の資格取得やキャリアアップ・介護の仕事への再就職を希望している方へ
～介護福祉士実務者研修受講資金・離職介護人材再就職準備金貸付制度～

　介護福祉士養成施設・社会福祉士養成施設に入学予定・在学する方に対し、修学に必要な費用を無利子
で貸し付けします。卒業後に一定期間、秋田県内で介護福祉士・社会福祉士として対象業務に従事する場
合、全額返還を免除できる制度です。

返還免除条件：養成施設を卒業後、１年以内に介護福祉士・社会福祉士に登録し、かつ、
　　　　　　　秋田県内の指定施設において、介護福祉士・社会福祉士として５年間継
　　　　　　　続して、対象業務に従事すること。

○介護福祉士実務者研修受講資金
◆貸　付　額：上限20万円以内
◆返還免除条件：
実務者研修施設を卒業してから１年以内に、
介護福祉士に登録しその後秋田県内で２年
間継続して介護業務に従事すること。

○離職介護人材再就職準備金
◆貸　付　額：上限40万円以内
◆返還免除条件：
秋田県内で２年間継続して介護業務に
従事すること。

～介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付制度～

　介護福祉士の資格取得のために必要な資金や、または一定の資格がある方が一旦介護職を離職した後に
再度就職する際に必要な準備資金として、無利子で貸付する制度です。

貸付上限額：20万円以内
据 置 期 間：１年以内
償 還 期 限：２年以内
貸 付 利 子：無利子
保　証　人：不要

【対　象　者】
新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困
窮し、日常生活の維持が困難となっ
ている世帯

総合支援資金
（生活費）

貸付上限額：月20万円以内
貸 付 期 間：原則３ヶ月以内
据 置 期 間：１年以内
償 還 期 限：10年以内
貸 付 利 子：無利子
保　証　人：不要

【主な支給要件】
・収入要件
世帯収入合計額が基準額をこえな
いこと、かつ世帯の預貯金の合計
額が一定額以内であること

住居確保給付金
（家　賃）

・支給期間：原則３ヶ月

※支給額は世帯人数等により
異なりますので詳細は下記
までお問い合わせください。

休業等に伴う収入減少により、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれがある方に対して、一定期間
家賃相当額を支給します。
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善　意善　意 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。

香典返し寄付金

一 般 寄 付

申　　請　　内　　容
社会的孤立状態にある方の社会参加を支援する目的で、毎週日
曜日にコムコムで居場所を開催しています。
社会を明るくする作文コンテストは、毎年各学校から応募があり
良い作文集となっています。公民館、図書館等で閲覧できますの
で子どもたちの頼もしい思いを是非、手に取ってご覧ください。
失語症、構音障害で悩んでいる方の会員を募集しております。
スカットボールやボッチャなどのレクリエーション備品の申請
です。
旧鷹巣西小跡地を活用したパークゴルフ場の備品の申請です。
地域の方々で９ホールを整備しています。
もりよし地区の高齢者交流会と講座を年１回開催しています。
会員以外の一般参加も広く呼びかけております。
地域内の高齢者の交流と健康増進を図る目的でレクリエーショ
ン備品を申請しました。
３自治会が共同してサロン活動を行っており、今回は冬場の健
康増進に活用するルームランナーなどを申請しました。
地域内の畑を借りて、地域で農作物を栽培したり、化粧水を精
製する活動や俳句会との交流も行い、地域を盛り上げています。
地域内の高齢者の交流と健康増進を図るためにレクリエーショ
ン備品を申請しました。
地域内のサロンを健康増進の機会とするため、レクリエーショ
ン備品を申請しました。
「広報きたあきた」「市議会だより」の音声吹替えを行い、必要
な方にお届けしています。

出かける機会が少なくなった高齢者を募ってドライブツアーを
企画しています。
知的障がいや身体のハンディキャップのある方やその家族が地域
の中で自立した生活ができるよう様々な研修を企画しています。
週に一度、コムコムで手話の学習会を実施しています。今回は
交流会も企画しました。
夏休みに市内の小学生を対象に手話体験会、聴覚障がい者との
交流会を企画しました。
野外での防災講座を実施するための備品等の申請をしました。
看護師の資格をいかし、研鑽を積みながらボランティア活動を
しています。
高齢者向けのサロンを立ち上げ、今回は座椅子を申請しました。
コロナ禍でも体験セミナーを受講できるようリモート環境を整
えるための申請をしました。

障害を抱えている児童が様々な体験を通じて生活力を向上して
いけるようイベントを企画しています。

子育てしやすい地域づくりを目指して子どもの遊び場や子ども
食堂などの運営費を申請しました。

　《たかのす受付分》
中嶋忠五郎様（小ヶ田）亡妻　次　様

武藤　淳子様（大　町）亡母　セイ様

堀部　雅彦様（葛　黒）亡母ヒロ子様

間渕　利夫様（南田中）亡義母榮子様

佐藤　由広様（深　沢）亡母キノヱ様

成田　弘子様（新舟見町）亡夫　一成様

佐藤　公敏様（新屋敷）亡母　フミ様

近藤　昭　様（中屋敷）亡父利一郎様

明石　英樹様（新田中）亡父　末藏様

長崎　剛征様（街道町）亡祖父健三様

岩川　純一様（大　町）亡母　スガ様

小笠原　健様（前　山）亡母　ウメ様

佐々木孝憲様（北中家下）亡義父金沢松男様

小松惠美子様（向黒沢）亡父内山昭一様

佐藤　博樹様（大　町）亡妻　一子様

北林　弘子様（掛　泥）亡父　繁隆様

大川　愛子様（あけぼの町）亡夫　廣　様

長谷川博行様（太　田）亡母　ヤヱ様

寺田　博明様（あけぼの町）亡母　ヤシ様

照内　芳孝様（大　堤）亡妻ユリ子様

藤本　勝　様（松　沢）亡義母キヌ様

長崎　克美様（緑ヶ丘）亡父　幸一様

成田　定信様（緑ヶ丘）亡母　フミ様

小笠原一成様（前　山）亡母　京子様

渡辺　隆　様（南中家下）亡父渡邊隆吉様

白根　隆　様（糠　沢）亡母　イト様

田村　義明様（舟見町）亡母　チヱ様

福原貞一郎様（摩　当）亡母　貞子様

武藤　重光様（坊沢羽立）亡母トミヱ様

木村　和子様（松葉町）亡夫　甲治様

河田　和徳様（あけぼの町）亡母　ミツ様

佐藤　雄咲様（坊　山）亡祖母ヒデ様

長岐　貞行様（根木屋敷岱）亡弟　務　様

布田　久　様（七日市）亡母　トメ様

中島　礼司様（米代町）亡妻　純子様

戸澤　カヨ様（前　山）亡夫　文雄様

笹原　一人様（湯ノ岱）亡母　矩子様

　《あいかわ受付分》
杉渕　忠寿様（増　沢）亡母　ミヤ様

永坂　初男様（道　城）亡父長四郎様

加藤　キヨ様（鎌　沢）亡夫　作藏様

森岡　薫　様（桃　栄）亡母　キミ様

杉渕　公広様（増　沢）亡祖母チヱ様

近藤　牧子様（上　杉）亡母佐藤ミツヱ様

吉田　孝瑞様（川　井）亡母イネ子様

福岡　政一様（三　里）亡母　キク様

武石　大智様（合　川）亡母　照子様

柴田　良悦様（合　川）亡母　惠子様

工藤　久治様（上　杉）亡母　フク様

成田　道彦様（李　岱）亡母　アイ様

松岡　一勝様（羽根山）亡母ヨシヱ様

佐藤　信夫様（東根田）亡父　國雄様

木村　寛二様（李　岱）亡母　告子様

高橋　文蔵様（松ヶ丘）亡次女紀子様

木村　弘子様（松ヶ丘）亡義妹アヱ子様

高谷　則幸様（芹　沢）亡母　キノ様

　《もりよし受付分》
羽場冨士美様（長　野）亡妻ツヤ子様

秋元　秀夫様（本城荒町）亡妻　照子様

石﨑　弘美様（　止　）亡母カツヱ様

森川　康隆様（新屋布）亡父　作治様

細田　政春様（米　畑）亡父　末吉様

久住　昭宏様（浦　田）亡父　昭一様

長田　健一様（大　杉）亡義姉松橋みよ様

涌坪　貞夫様（平　里）亡母ツルヱ様

加藤　義美様（向本城）亡父　義男様

松岡　昭秀様（大　町）亡母トミヱ様

柴田　守　様（小　又）亡父　武　様

三浦　秋志様（米内沢大町）亡妻　照　様

森川　寿　様（新屋布）亡父忠次郎様

佐藤　竜太様（鶴　田）亡父　國男様

森川　洋子様（新屋布）亡義母ミネ様

　《あに受付分》
西根　次雄様（幸屋渡）亡母　サダ様

湊　　広　様（荒　瀬）亡母トキヱ様

鈴木　一幸様（比立内）亡長男涼雅様

佐藤　光義様（湯口内）亡母タキヱ様

上杉　孝幸様（長　畑）亡母ウメノ様

工藤ミサオ様（比立内）亡叔母松橋ハツ様

鈴木　孝子様（幸屋渡）亡父菊地貫様

佐藤　克巳様（根　子）亡妻　明美様

湊　さおり様（下新町）亡父　清　様

湊　　和雄様（荒　瀬）亡母　スヱ様

松橋　真幸様（比立内）亡母チヤノ様

《ケアタウン受付分》
村上　京子様（掛　泥）亡母田村ミヅ様

◆あいかわ受付

　　　金森　勝三　様

令和２年11月１日～令和３年１月31日受付分

　『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。
　　◎相談活動　◎資金貸付事業
　　◎情報提供　◎ネットワーク活動
　　◎地域福祉活動支援事業　など

　この事業は、地域の福祉課題解決に取り組む組織・団体の活動に対し、赤い羽根共同募金からの助
成金をもって財政面から支援し、活性化を図ることを目的に実施しています。
　例年は応募した組織・団体によるプレゼンテーションが行われ、それを北秋田市共同募金委員会審
査員が審査していましたが、今回は新型コロナウイルス感染状況を考慮し、書類審査に変更としまし
た。審査会は各地域福祉センターでリモート形式で実施され、各団体の申請書を基に事務局で申請・
活動内容を説明し、審議しました。

赤い羽根であんなこと、こんなこと。vol.30

令和３年度「公募による
市民活動応援助成事業」

申請内容結果報告

助成総額  2,199,242円
赤い羽根共同募金は

  あなたの近くでこんな活動に。

団　体　名
若者自立サポーターの会

北秋田地区保護司会

失語症友の会「しゃべる」
北秋田市老人クラブ連合会
鷹巣支部
坊沢げんきクラブ

北秋田市老人クラブ連合会
森吉支部
上町自治会

サロンななくら

太平町町内会

坊沢相善町内会

新屋敷町内会

朗読ボランティア
「やまびこ」

つなぎの会

北秋田市手をつなぐ育成会

北秋田手話サークル
「いずみの会」

光の会
在宅看護職 鷹巣白鷹の会

岩脇サロン
北秋田市ミュージック・
ケア研究会
～ハートミング～
チャレンジ！！きたっこ

PLAY park KiTa

活　動　名
若者居場所「くまっこ」開
催事業
更生保護・犯罪予防事業・
『社会を明るくする運動の
実施』
失語症者と家族の交流事業
ニュースポーツ大会、単位
クラブ活動、各地区サロン
にぎわいの場づくり、世代
間交流会
地域間における高齢者同志
のふれあい事業
いきいきサロンレクリエー
ション用備品購入
七座地域のいきいきサロン

高齢者生き生き植栽事業

生き生きとサロン、世代間
交流
いきいきサロン、世代間交
流会
音訳CDによる情報提供
（広報きたあきたと市議会
だよりを中心に）
地域のつながりを深め、高
齢者が憩える機会を作る会
地域自立支援研修と社会参加

聴覚障害者と交流活動

夏休みこども手話体験

障がい者の自立と学びの支援
住民の健康づくりを支援す
るボランティア活動
岩脇サロン
ミュージック・ケア体験セミ
ナー等の開催と定期講習会

障がい児の余暇活動並びに
生活支援活動とボランティ
アとの交流事業
ASOBIBA

助成額（円）
54,000

198,000

68,497
118,118

185,520

108,300

153,318

111,840

134,500

62,392

22,908

32,852

50,484

87,378

23,560

37,200

146,070
51,716

59,700
200,000

92,889

200,000
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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

みんな大好き
じどうかん

　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。

児童館
鷹巣児童館　６３－２４３６
綴子児童館　６２－１０７１
太田児童館　６２－４４０５
鷹巣西児童館　６２－１９２２
中央児童館　６２－２３００

児童クラブ
鷹巣小児童クラブ　８４－８６２６
綴子小児童クラブ　６２－１０７１
鷹巣東小児童クラブ　６２－４４０５
鷹巣中央小児童クラブ　６２－２３００
鷹巣南小児童クラブ　６６－２５７０

　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」、病気回復期のお子さんを
お預かりする「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。

子育てサポートハウス
わんぱぁく ℡６２－５５５７
北秋田市花園町１９番４号（北秋田市役所裏）

なるほど
　こそだて　　（プラス）

児童館よりお届け

大阿仁小学校 阿仁中学校

　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「ひな祭りクッキング」です。

　３月に入り、だんだん暖かい日が増えてきそうですね。
　３月３日はひな祭り、女の子の成長と健康を願う行事
です。
　お家でも簡単に作れるちらし寿司でお祝いしてみま
せんか？

１．すし飯
①固めに炊いたご飯に
すし酢を入れる
②手早く混ぜ、冷まし
ておく
２．具材の準備

①スーパーで売ってい
る蒸しエビやいくら、
お刺身など、好きな
物を準備しよう！ツ
ナの缶詰や鮭フレー
クなども簡単でおい
しいよ
②薄焼き卵を細く切っ
た「錦糸卵」やピン
　ク色の「桜でんぶ」なども彩りがよくなってオススメ！

３．作り方
①市販のプリン用カップなどにしっかりとすし飯を詰
める
②①の上に好きな具材を乗せる
　錦糸卵や桜でんぶを敷き詰めてから他の具材を乗せ
るときれいな色合いに！
　すし飯と錦糸卵などの具材を段々に詰めると、横か
ら見たときカラフルになります♪
③盛り付け終わったら完成！

つどいの広場利用について
　わんぱぁくでは、冬の感染症流行時期について以下の
対策を行っています。来館の際にはご理解とご協力のほ
どよろしくお願いします。

２月は節分お楽しみ会を開催しました

町に愛を。胸に羽根を。

来年度も様々な行事を企画しておりますのでぜひご参加
ください。よろしくお願いいたします！

・ 玄関での手指消毒
・ 利用者名簿に氏名、検温、
健康状態、来所時間の記入

・ 手洗い
・ ホールの利用人数は10人
程度

令和３年２月１日現在

　赤い羽根共同募金運動へのご参加、ご協力をいただき、本当にありがとうございました。
　今年度の募金実績額は、たかのす地区4,912,848円、あいかわ地区1,813,420円、もりよし地区
1,883,032円、あに地区923,139円、合計で9,532,439円となりました。
　この募金を財源に、市民の活動を応援する助成事業や地域の世代間交流、高齢者のサロン活動、
新生児のお祝い金支給など様々な地域福祉事業を行うことができます。
　市民のみなさまの温かい気持ちにお応えしながら、地域福祉づくりに活用します。

ありがとうございました
赤い羽根共同募金運動報告 実績額 9,532,439円

学校募金へのご協力
ありがとうございます

鷹巣小学校 鷹巣東小学校 綴子小学校 鷹巣中央小学校

米内沢小学校 前田小学校 森吉中学校 阿仁合小学校

鷹巣南小学校 鷹巣中学校 合川小学校 合川中学校

　２月１日、節分のお楽しみ会
がわんぱぁくで開かれました。
　今回は親子６組が参加し、節
分にちなんだ歌や紙芝居などを
楽しみました。
　また、簡単な「鬼のお面」製
作も行われ、楽しみながら親子
いっしょにお面を完成させまし
た。
　最後に紙をビニールテープで
丸めた「豆」を壁に貼った大き
な鬼の顔に向かって親子で「豆
まき」をし、節分行事を体験し
ました。

☆用意する物☆
・市販のプリン用カップなど
・ご飯 茶碗１杯分
・すし酢（市販） 大さじ１杯
・好きな具材
（蒸しエビ、桜でんぶ、いくら、
錦糸卵、ゆでた絹さやなど）

カップに盛り付けるので手に持って食べやすいよ！
具材の準備で包丁や火を使うときは、ケガややけどに注意
してくださいね。

赤い羽根共同募金運動に
市内小中学校からたくさん
ご協力いただきました。
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★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

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！

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

【お問い合わせ先】
★社会福祉法人北秋田市社会福祉協議会

電話　０１８６－６９－８０２５
FAX　０１８６－６３－２４６０

〒018－3312　北秋田市花園町16番1号

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　FAX　0186-63-2460

「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。

最新情報は 北秋田市社協 検索 http://www.kitaakita-shakyo.or.jp

ひろげようやさしさの “輪” を

令和３年３月１日　第９５号（８）社協だより

寄贈された布草履

　株式会社ユアテック鷹巣営業所様よりレスキュー
フーズ４箱（48人分）をいただきました。
お困りの世帯への支援に活用させていただきます。
ご協力ありがとうございます。

　１月15日、18日、19日の３日間で鷹巣地区、２月４
日に阿仁地区、２月18日に合川・森吉地区で高齢者宅
の防火指導を実施しました。
　北秋田市消防本部、民生委員、社協職員が高齢者宅を
訪問し、台所のガス台やストーブなど火の元に注意が必
要な箇所と、火災警報器が正常に作動するかを点検しま
した。
　皆様も今一度、ご自宅の火の元を点検してみましょう。

　２月６日、鷹巣中学校野球部とソフトテニス部の生徒約70名が学校周辺の一人暮らし
高齢者世帯を対象に除雪ボランティアを行いました。
　同校では毎年、地域貢献活動の一環として除雪ボランティアを行っています。昨年は雪
が少なかったため、活動を行うことができませんでしたが、今年は民生委員を通じて除雪
に困っている一人暮らしの高齢者世帯を対象に実施しました。
　生徒たちは高齢者宅を訪問し、スコップで固くなった雪を削る係とスノーダンプで雪を
運搬する係に分かれ、除雪作業を行いました。
　ボランティア活動を受けた方は「雪が固くて除雪に困っていたので、とても助かりまし
た」と参加した生徒にお礼を述べていました。

除雪ボランティアで地域貢献活動

火災が多発しています

火の元点検をしましょう

・ 外出時や寝る前には必ず火の元を確認
・ 洗濯物はストーブの上に干したり近くで乾かしたりしない
・ 寝たばこは絶対しない
・ ガスコンロなどの側を離れる時は必ず火を消す
・ 消毒用エタノールは火の側に置かない
・ 給油が必要な場合は、必ず火を消してから行う
・ コンセント周りを掃除し、メンテナンスできるようにする

火の元点検チェックポイント

秋田北鷹高等学校家庭クラブから布ぞうりをご寄贈いただきました

　車いすは、福祉施設などで大切に利用させてい
ただきます。本当にありがとうございます。

鷹巣東小学校から車いすを
ご寄贈いただきました

ユアテック様がフードバンク活動に
食料をご寄附してくださいました

　２月４日、秋田県立秋田北鷹高等学校家庭クラブ
から布ぞうり10足をご寄贈いただきました。
　「コロナ禍の中で何か地域のために役立てること
はないかと古布で布ぞうりを作ることにしました。
編み方の習得には時間がかかりましたが、高齢者の
方が昔を懐かしんでくれるよう心をこめて作りまし
た。」とのことです。ありがとうございます。


