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つながる心

昨年度、皆さんの笑顔の花をたくさん見つけました。北秋田市社協は赤ちゃ
んから高齢者まで、ともに生きるまちづくりを目指して今年度もみなさんの暮
らしを支えていきます。
５ページにボランティア団体紹介「キラリ☆びと」、
自治会サロンの紹介を掲載しています。

「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

FAX 0186‑63‑2460

新年度を迎えて
北秋田市社会福祉協議会

福祉は制度内福祉の介護保険

司

春暖の候︑市民の皆様におか
事業と地域福祉事業の二面性が

坂

れましてはますますご清栄のこ
あります︒特に平成十二年度以

会長 髙

ととお慶び申し上げます︒

の福祉業界は平成二十三年を転

現在︑激動する社会︑秋田県

ニーズをケアする専門的知識と

利事業の上︑多様化する新しい

翻って︑地域福祉事業は非営

降︑介護保険事業に多くの民間

換点に成長期から斜陽期を迎え

経験が必要となります︒社会福

昨年度は多くの皆様より地域

ています︒さらに平成二十七年

祉協議会はそのニーズに対応す

事業所が市場原理に基づき参入

度介護報酬マイナス改定は介護

るため﹁地域福祉推進を図るこ

福祉推進にご尽力を賜り衷心よ

保険事業に多大なマイナス影響

とを目的﹂とする団体として法

しました︒

を鑑み︑成長率に伴うシステム

に定義され市町村の補助金を

り感謝いたします︒

改善を練っていくことが重要と

もって地域福祉事業推進法人と

その結果︑全国的には介護保

なりました︒また社会変化に伴

の歪み是正のため︑福祉法制度

険事業と地域福祉事業を統一性

して努めてきました︒

の見直しが平成二十九年四月一

のあるガバナンスで融合させる

う現況と福祉政策が遊離︑過去

日に施行されました︒

業によって自立性の維持確保と

した収入が得られる介護保険事

するのではなく︑定期的に安定

ました︒社協は公費だけに依存

の度の歪み是正の法改正となり

と財源の課題が表面化して︑こ

ことができず︑地域福祉の人材

なりました︒

を賜り六月一日の開設の運びと

養護老人ホーム六十床の許認可

有地を有効活用し︑当会が特別

う駅前立地の福祉施設として市

て中心市街地活性化の一翼を担

からこそです︒そのひとつとし

これからの北秋田市を方向付

ける岐路にあって︑未来思考と

社協本来の地域福祉事業を充実
させるために重要な位置づけを

地域愛をもってご英断されたこ

上げます︒

とに衷心より敬意と御礼を申し

持っています︒
従って︑全社協は平成十八年︑
これからの社協は介護保険事業

当会は医療と福祉の多職種から

今 後︑こ の ご 厚 情 に 感 謝 し︑
される職員を活用することが理

なる専門集団として︑さらなる

を拡大し︑生まれる財源と増員

想的福祉のまちづくりに繋がる

実を図り︑公益性のある法人で

地域福祉の推進と介護保険の充
折しも︑当会は全国的に先駆

あることを認識の上︑あらゆる

と示唆しています︒

けて社会福祉法の改正を先取り

これからも市民の皆様並びに

団体と協働で絆づくりに努める

これもひとえに北秋田市行政

関係団体のご協力と北秋田市の

した福祉のまちづくりの基礎を

がご理解とご指導のもと﹁安心・

ご指導を賜りますよう心からお

所存であります︒

安全なまちづくり﹂を目標に先

願いしあいさつといたします︒

構築しつつあります︒

見力と指導力を発揮されている
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平成29年４月１日

社協だより

赤い羽根であんなこと、こんなこと。vol.1３

平成29年度公募による市民活動応援助成事業
「公開プレゼンテーション結果報告」

赤い羽根共同募金の使い道や、み

２月９日、北秋田市民交流プラザコムコムを会場に「公募によ

んながどんなことを取り組んでい

る市民活動応援事業」公開プレゼンテーションを開催しました。

るか知るための機会になったよ！

助成事業に申請した、地域福祉活動を行う当事者組織やボラ
ンティアグループ、福祉団体、自治会の19団体（20事業）は、
自分たちの活動内容を熱心にアピールしました。
これを受け、市民代表の６名の審査委員が目的の明確性や公
益性、先駆性、熱意などにポイントを絞った慎重な審査を行い、
助成を決定しました。市民の皆様のご協力に感謝申し上げます。

赤い羽根共同募金は、あなたの近くでこんな活動に。
助成決定総額
1,222,843円

★高齢者の暮らしを支えるための活動 ５件 ★障がい者の暮らしを支えるための活動
７件
★子育てを支援するための活動
１件 ★その他地域の福祉課題を解決するための活動 ７件
活動名

団体名
１.北秋田地区保護司会

団体名

活動名

助成額

更生保護・犯罪予防事業・社会を 129,600

10.光の会

障がい者の自立と学びの支援

60,760

明るくする運動

11.チャレンジ！！きたっこ

障がい児の余暇活動と

97,860

２.北秋田ミュージックケア研究会 ミュージック・ケアキャラバン隊
〜ハートミング〜

助成額

ボランティアとの交流事業

65,320
12.在宅看護職

（体験セミナー実施と研修会の開催）

鷹巣白鷹の会

ボランティア支援活動の充実

51,682

世代間交流旅行会

50,520

３.北秋田市老人クラブ連合会森吉支部 地域間における高齢者同士のふれあい事業 113,588

13.前野えんじょいクラブ

４.若者自立サポーターの会 若者居場所「くまっこ」開設事業

47,740

14.北秋田市ボランティア連絡協議会 つながろう！ボランティアの輪

30,040

72,724

15.朗読ボランティア「やまびこ」 視覚障がい者への情報提供及び

64,400

５.北秋田市手をつなぐ育成会 当事者の地域自立支援事業・研修

福祉施設での定期朗読会

〜生きる力・学ぶ力を身につける〜
地域でのボランティア活動

8,472

16.上杉福祉活動運営委員会

高齢者が交流を深めながら文化・ 94,792
自然を堪能するための交流会

６.小森自治会

三世代交流会

30,000

７.伊勢町いきいきサロン

伊勢町いきいきサロン

52,000

17.太田婦人ボランティア

８.綴子上町自治会

高齢者いきいきサロン

43,545

18.朗読ボランティアあかねグループ 視覚障がい者 朗読サービス事業

27,800

９.北秋田市太平町町内会

高齢者生き生き植栽事業

87,000

19.北秋田市手話サークル「いずみの会」 手話でコミュニケーション支援事業

49,000

太田手づくり交流会

46,000

「自分たちも何かはじめてみようかな？」赤い羽根は、そんな団体を応援します。
平成３０年度の申請については、12月号の社協だよりでご案内いたします。
（３）第72号

平成29年４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『地域福祉活動支援事業』
３月１４日、１５日の２日間にわたり、市内４地区で「地域福祉活動支援事業」の説明会を行
いました。この事業は、住み慣れた地域で高齢者から子どもまで、住民みんなが助け合い、安心
して暮らせるよう、地域住民が主体となって行う活動を支援することを目的に実施しています。
◎助成対象

自治会・町内会

◎事業財源

寄付金・社協会費

◎助成金額
◎助成期間
◎対象事業

年間100,000円を限度とする
4月1日から翌年3月31日

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

※２９年度の受付は４月１４日（金）まで行っ
ております。詳細はお近くの地域福祉センター
までお問い合わせください。

みんなで作ると
一段と美味しい

平成29年４月１日

100

歳おめでとう
ございます

社協だより

25

森吉生活支援ハウス指定通
所介護事業所をご利用いただ
いている楢岡ハナさんが︑３
月７日に満百歳を迎えられま
した︒
前日の利用日にお誕生日会
を開催し︑利用者の皆さんと
一緒に長寿のお祝いをしまし
た︒
職員手作りのくす玉︑ケー
キ・鯛を前に﹁デイサービス
に来るのが何よりも楽しみな
ので︑お祝いしてもらいうれ
しい﹂と満
面の笑みで
喜んでくだ
さいました︒
これから
もお元気に
お過ごしく
ださい︒

みなさんで手作りのお祝いをし
ました。

３月４日︑障がい者の社会
参加推進を目的に﹁かだるべ
交流会﹂が行われました︒好
評の焼きだまっこ鍋作りは今
年で３回目︒鷹巣民協障がい
福祉部会にも呼びかけ総 勢
人が参加しました︒
ご飯を潰して丸めたものを
﹁た こ 焼 き 器﹂で 香 ば し く 焼
き色を付けてから鍋にするの
で煮崩れせずにおいしく仕上
がります︒
デザートには白玉もつくり
初めての参加者も大満足して
いました︒
また︑パラリンピック正式
種目﹁ボッチャ﹂
で体も動かし笑
い声の絶えない
交流会となりま
した︒

デザートの盛りつけは意外に難
しく、苦戦しました。

小渕自治会では、体操や歌などを中心
に月に１回の活動を楽しんでいます。牛
乳パックを使用した椅子の制作も行いま
した。

第72号（４）

地域のふくし情報局

びと

﹁太田婦人ボランティア﹂
﹁太田婦人
成田盛子さんにお話を伺い
ボ ラ ン テ ィ ア ﹂ ました︒

交流会での食事は全て
が 手 作 り で す︒会 員 が 協
力 し て 作 り ま す︒羊 か ん
も小豆を煮るところから
始めます︒
﹁お い し か っ た よ﹂﹁来
て 良 か っ た﹂と 笑 顔 で 帰
られる姿を見ると活動し
ていてよかったと実感し
ます︒

ありがとうございま
した︒
社協だよりではボラ
ンティア活動で輝く
方々を今後も紹介して
いきます︒

参加して下さる皆さん
の笑顔で活動が続けられ
ています︒
喜んでくれる方がいる
限 り︑活 動 を 続 け て い き
たいと思います︒

今後の活動に対する
思いをお聞かせ下さい︒

交流会参加の会員の皆さん

キラリ
活動内容について教
えて下さい︒
年 １ 回︑３ 月 上 旬 の 日
曜日に太田地区高齢者を
招待して交流会を行って
います︒
また国道 号線の花壇
の植栽も行っています︒

活動が始まったきっ
かけについて教えてく

ださい︒
課題はありますか？
結 成 は 昭和 年︑当 時
男性の参加者が少ない
の 自 治 会 長 か ら 自 宅 に い の で︑も っ と 参 加 し て 欲
る 高 齢 者 が 参 加 で き る よ しいと思っています︒
うな楽しめる行事を何か
できないかと打診された
のがきっかけです︒
赤い羽根共同募金の助
成︑ボ ラ ン テ ィ ア 保 険 料
の助成を受けながら活動
できることになりました︒

◆

vol.1

活動をしていてどん
な時によかったと感じ
ますか？

◆

昨年の交流会では踊りを披露

教えて！ あなたのまちのサロン

合言葉は
﹁おたがいさま﹂

合川地区﹁摩当いき
いきサロン﹂は地域の
方の後押しから２年前
にできたサロンです︒
農繁期が終わった
月〜３月までの年間６
回実施しています︒
普段の活動は 血圧測
定に始まり︑認知症に
ついての勉強会やカー
ド を 使 っ た レ ク リエ ー
ションゲーム︑介護予

勉強会で健康寿命について考えました。

防体操などの活動を
行っています︒
皆で昼食を囲む時間
は何よりも楽しみです︒
サロンができてから︑
普段あまり顔を合わせ
ない人たちの交流︑ま
た車いすの方も皆の協
力でサロンへ参加した
りとさらに和やかな雰
囲気になりました︒
今後も声かけで参加
者を増やし︑サロンを
継続していきたいと考
えています︒

社協だより

平成29年４月１日

（５）第72号
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１０

認知症予防の脳トレに挑戦！

105

◆

◆

◆

平成29年1月1日〜平成29年2月28日受付分

花田 侑子様︵ 綴子下町︶亡夫 實 様

相馬 健志様︵高村岱︶亡祖母サワ様

成田かぢ子様︵合

成田

武藤

栄悦様︵合

辰夫様︵李

俊子様︵鎌

様

琴子様

川︶亡父市三郎様

川︶亡夫

ナミ様

進

様

岱︶ 亡義姉 陽子様

沢︶ 亡母加藤ツネ様

斉藤

志渡

鈴木

宮腰

涌坪

佐藤

柴田

佐藤

松田

宮野

順悦様︵湯口内︶亡父

享子様︵上新町︶亡父

金美様︵戸鳥内︶亡母

聡

勝美様︵中道岱︶亡母

勝幸様︵巻

隆一様︵大

久男様︵本

淳子様︵裏

雅春様︵細

城︶亡母

町︶亡母

越︶亡父

キヌ様

精一様

乙彦様

利子様

芳子様

渕︶ 亡祖父正一郎様

渕︶亡父

テツ様

久夫様

スナ様

サダ様

栄蔵様

修一様

川︶亡父昭八郎様

︽あいかわ受付分︾

様︵合

様︵下新町︶亡母

小玉ミサヲ様︵大

田︶亡父

町︶亡夫

しえ様

寧嗣様

一男様

様

梅村信太郎様︵吉

瀬︶亡母

様︵荒

西根夫美雄様︵荒

電話 ６２−６８６８

◆どこに相談したらいいかわからない など

Email：kurasi@kitaakita-shakyo.or.jp

第72号（６）

キヱ様

簾内 昇 様︵今 泉︶亡妻 チヨ様
村形
杉︶亡母

勇

村︶亡母

文

渕︶亡祖母スギ様

◎資金貸付事業

◆生活を立て直したい

︶亡母

佐藤 邦久様︵小 森︶亡父 祐一様
利昭様︵下

井︶亡母

森岡てつよ様︵松ヶ丘︶亡夫

後藤

文男様︵川

杉︶亡父

久志様︵中

瀬︶亡母

ナカ様

勝幸様︵巻

栄︶亡父

◎ネットワーク活動

北秋田くらし相談センター

太田屋敷後

高沼小百合様︵舟 場︶亡父中嶋勇様

様︵下

昭春様︵上新町︶亡姉

佐々木久彦様︵荒

藤根

禮子様︵ 畑町東裏︶亡母

三郎様

博志様︵

畠山喜久雄様︵二本杉︶亡母 八重様
吉田
毅

忠雄様

佐藤

和博様︵下新町︶亡父

時治様

齊藤

髙橋 正直様︵栄摩当︶亡父甚五郎様
伊東

博文様︵八幡岱︶亡父

大木

瀬︶亡父

株︶亡祖母ミヨ様

岩本フミ子様︵吉 野︶ 亡夫長右衛門様
伊勢

修孝様︵松ヶ丘︶ 亡義父喜一郎様

昭

耕造様

田中

肇

良一様︵藤

知野 千鶴様︵旭 町︶亡夫 均 様
福岡

川︶亡夫

チヤ様

桜田

佐藤

成田 開 様︵相善町︶亡父 政則様
柴田

苓子様︵合

川︶亡母

俊成様

香典返し寄付金

神成 博子様︵元 町︶亡夫 勇 様
高谷

誠三様︵合

川︶亡父

︽たかのす受付分︾

堀内 政治様︵ 綴子下町︶亡父 佐市様

松岡

智樹様︵合

佐藤

堅一様︵松

坂︶亡父剛三郎様

◎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︒
◎情報提供

など

◆ひきこもりがちで将来が不安

シゲ様

齊藤 秀一様︵太 田︶亡父 秀夫様

伊勢

相馬 雅人様︵堂ヶ岱︶亡父

高嶋

真一様︵桂

延︶亡父佐一郎様

︽もりよし受付分︾

友田早智子様︵元 町︶ 亡父河田欣吉様

庄司

純一様︵寄

タカ様

◎地域福祉活動支援事業

◆家計を管理するのがむずかしい

一人で悩まず、
お気軽に
ご相談ください。

◆仕事をしていない期間が長引いてしまった

秘密厳守

訪問可能

自立相談支援事業所

︽あに受付分︾

中嶋 信義様︵小ヶ田︶亡祖父信一様

小坂 誠一様︵栄摩当︶亡母 チヱ様

長岐 努 様︵髙野尻︶亡母 絹代様

澤田 修悦様︵旭 町︶亡父 孝雄様

工藤

良成様︵松山町︶亡母

雄様

淡路 光浩様︵花園町︶亡母 マサ様

土佐

昭二様

本城 康雄様︵藤 株︶亡父 久光様

忠一様

︶亡父金次郎様
米内沢駅前

仁史様︵ 本城御獄︶亡父

様︵

隆
金

岸野
幹雄様︵松葉町︶亡母 スヱ様

山舘 秀一様︵本 郷︶亡母 イト様
林

善

平成29年４月１日
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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。

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

児童発達支援事業所
もろびこども園 ℡６２−３４４４

子育てサポートハウス
わんぱぁく ℡６２−５５５７

北秋田市綴子字糠沢上谷地２９０−２

北秋田市花園町１９−４（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

もろびこども園は、ことばや運動の発達に心配の

べる「つどいの広場」
、一時的にお子さんをお預かり

ある就学前のお子さんに発育や

する「一時預かり保育」
、病気のお子さんをお預かり

発達の促進を図ることを目的に

する「病児・病後児保育」を実施しています。詳細に

療育を実施しています。

ついては、お気軽にスタッフにおたずねください。

ママ、一人で悩んでいませんか？

つどいの広場（自由利用・無料）

お子さんの育ちがちょっと心配、落ち着きがな
い、人との関わりが苦手？など子育てに心配を感
じたら、悩んでいないでお気軽にご相談ください。
スタッフがお子さん一人ひとりに寄り添いなが
ら子育てのお手伝いをします。

お子さんとおうちの方が
一緒に過ごしたり、育児相
談や情報交換の場として気
軽に利用できます。

一時預かり保育（予約制・有料）
一時的にお子さんをお預かりします。
保育園や幼稚園のように長期間の利用はお受
けしておりませんのでご了承下さい。
対象：北秋田市在住の生後３ヶ月位〜小学３年
生まで（小学生は児童クラブが利用出来ない場
合に限ります。）

小学生なんだけど・・・
・文字の読み書きが苦手
・約束事や決まりごとが守れない
・お友達と仲良く遊べない
・落ち着きがなくじっとできない
・特定の物だけに強い興味を示す

発達や成長が気になる児童
一人ひとりに合わせた放課後
の過ごし方のお手伝いをしま
す。

病児・病後児保育（予約制・有料）
病児又は病気回復期に保育園などに登園でき
ず、保護者が仕事の都合などにより、家庭で保育
できないお子さんを預かります。病院受診された
お子さん（病児の場合は、医師
の証明が必要）に限ります。
感染症など、他に感染する病
気の場合はお受け出来ません。

など

《

対象となるお子さん

》

児童発達支援

放課後等デイサービス

0歳から6歳までのお子さん

学校に通学している児童

現在、保育園や幼稚園に
入園中でもかまいません

放課後に療育を提供いた
します

ご利用の詳細については、各施設にお気軽にご相談ください。

みんな大好き
じどうかん
鷹巣児童館
63-2436

（７）第72号

綴子児童館
62-1071

平成29年４月１日

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
62-4405

西児童館
62-1922

中央児童館
62-2300

社協だより

おしらせ

INFORMATION

藤原美佐子 弁護士による

身近なニュースを声でお届けします

声のおたより事業

法律相談会

視覚などに障がいのある方や、新聞などの印刷物を読む

◆日 時 平成２9年４月27 日（木）

ことが困難になってきた方々のために「広報きたあきた」

・午前１０時〜午後２時３０分
◆会 場 北秋田市民ふれあいプラザコムコム

2階

（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４月５日（水）午前10時より
お申し込みは 電話６９−８０２５

※定員になり次第締切となりますのでご了承下さい。

「地方新聞」「社協だより」のＣＤの貸し出しを行います。
ＣＤは各地域福祉センターの窓口に設置しており無料で
利用できます。

ＭＰ３（音声圧縮方式の規格）内蔵

のオーディオプレイヤーがあればご自
宅で聞くことができますが、機材がな
い方に対しては貸し出しも行います。

◆詳細はお気軽にお問い合わせください。

たくさんのやさしさありがとうございました
児童・生徒の皆さんのやさしさが形になりました。
地域一体となって取り組むボランティア活動に心
よりお礼申し上げます。大切に使わせていただきま
す。ありがとうございました。

【合川小学校】
統合後、初めて車いすを寄贈
してくださいました。

【鷹巣中学校】
アルミ缶やプルタブの回収で得た収益でレク
リエーション用品を寄贈してくださいました。
４月より地域福祉活動備品として貸し出し予定
です。

【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

【鷹巣東小学校】
全校生徒８６人で折った千羽
鶴を寄贈してくださいました。

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４月１日

第72号（８）

