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地域住民のいきいきした姿に夢中

今年度も赤い羽根共同募金チャリティー「第２５回

北秋田市社協
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あ

いかわ福祉のつどい」を合川農村環境改善センターにて開
催しました。

この集いは、住みよいまちづくりを目指し、住民が積極

的に参加する地域福祉活動の展開を図ることを目的として
います。

当日は大勢の来場者が詰めかけ、合川小学校の児童が学

習発表や踊りを披露したほか、地域住民や社協職員らで結
成した『合川にわか劇団』による演劇を楽しみながら、会

『合川にわか劇団』による演劇

場が一体となって福祉の気持ちを高めました。

「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。
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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

やさしさで

ありがとうございました
赤い羽根共同募金運動報告

赤い羽根

北秋田市実績額 10,344,080 円

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。
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応えること
ができるよう、地域福祉に還元いたします。

お寄せいただいた募金は、地域を元気
にするための財源になっています。

地域を支える

前年度実績額円 10,733,072 円

平成 31 年 1 月 11 日現在
目標額
地 区

△388,992 円
単位：円

実績額

たかのす

5,200,000

5,038,059

あいかわ

2,400,000

2,246,854

もりよし

2,300,000

2,013,731

あ

1,087,000

1,045,436

10,987,000

10,344,080

合

に
計

（目標達成率：94.1％）

平成３０年度の『公募による市民活動応援助成事業 』
では、地域の福祉課題解決に取り組む２３団体が公開審
査会を経て助成を受けました。
高齢者、障がい者の暮らしを支える活動や、子育て支
援などの幅広い活動に活用されています。

平成３１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を開催します
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。

プレゼンテーションを公開することで、「募金のつかいみち」や「北秋田市で福祉活動を行う団体

の活動」を知ることにつながります。

これから何か始めてみたい方、市内でどのような福祉活動が行われているか知りたい方、必見です。

■日

時

平成３１年２月７日（木）

入場無料です。
午前 9 時３０分〜午後３時３０分（予定）
この機会に見学して
■会 場 北秋田市交流センター（北秋田市材木町２番２号） みませんか？

昨年のプレゼンテーションの様子

社協だより

各団体の活動写真を展示
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赤い羽根であんなこと、こんなこと。vol.20

募金百貨店プロジェクトってなぁに？
参加企業
社会貢献・販促

寄附付き商品の購入

地域

顧客

地域福祉課題解決の財源

負担ナシ

有限会社

米内沢中央印刷 様

一筆箋でほっこり
ふるさと募金
「ほっこりふるさと秋
田・一筆箋」一冊につ
き、３円を寄付

募金百貨店プロジェクトは、当社の商品を
知ってもらうよいきっかけとなっています。
地
域のために少しでも力になれたら幸いです。
当社の一筆箋は≪秋田の魅力を一筆箋で≫
をコンセプトに、県内観光地や祭りなどの写真
と解説を入れた商品となっています。< おみ
やげ > にも < 普段づかい > にも < ビジネスの
場 > にもお使い頂き好評をいただいております。
現在では、
「大太鼓」
「こぐま」
「森吉山」
「内陸
線」をはじめ、
「秋田犬」
「なまはげ」など続々登
場しており、全３０種類のラインナップです。
市内では、道の駅、大館能代空港・四季美
館・観光協会にて販売中です。
北秋田市の魅力がいっぱいの「ほっこりふる
さと秋田一筆箋」
よろしくお願い致します。
（３）第83号

平成31年２月１日

「募金百貨店プロジェクト」
は、企業等との連携協力により
様々な寄付つき商品・企画を創
り上げ、赤い羽根共同募金が募
金の百貨店になろうという「あ
たらしい募金」の取り組みです。
「企業」は販売促進や地域貢
献に、「購入者」は普段の暮ら
しの中で負担なく地域貢献に参
画することができ、「共同募金
会」は地域福祉を進める財源を
確保できる三方良しのプロジェ
クトです。その参加企業のうち
２社に具体的な取り組みについ
てお話を聞くことができました。

株式会社

成 文 社 様

名刺で
あいさつ募金
名刺印刷代の１％を寄付

株式会社成文社では 2016 年 4 月より社会
貢献活動として、名刺印刷代金の 1％を赤い羽
根共同募金へ協力しております。
ビジネス名刺から個性的な名刺まで、ご希
望のレイアウトで第一印象を実直に伝える名
刺を作成してます。普段何気なく使っている
名刺ですが、レイアウトやフォント、カラーな
どでぐっと見栄えが違います。名刺作成の際
はぜひご用命ください。
また、弊社では名刺以外に印刷全般、図面製
本、サイン、文具、事務機器、オフィス家具の販
売など、
多種多様の事業を展開しております。
赤い羽根共同募金の他、子ども１１０番の
家、ベルマーク活動にも参加しております。お
客様のお役立ちと地域に密着した企業となる
よう、さらに努力してまいります。
社協だより

＊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＊
〜 生 活 福 祉 資 金貸 付 制 度（ 教 育 支 援 資 金 ）〜

「教育支援資金」は、資金を貸し付けすることにより、進学や就学の継続を支援し、世帯の将来的な自立
につなげることを目的としています。修学中から卒業後に就職して返済を終えるまで、継続的に相談支援す
る制度です。原則として、就学する本人が資金の借受人になり、世帯の生計中心者が連帯借受人となって資
金の貸し付けを行います。
＊対象となる世帯
＊申請について
原則として
「資金使用者(修学者等)」
を借受人とします。
①世帯の収入が一定の収入基準を超えない世帯であ
連帯借受人
（収入のある親権者）
が 1 名必要です。
ること
②日常生活には困っていないが、就学のためにまと ＊申し込み先
まった資金を必要としていること
ご相談、お申込はお住まいの地区の民生委員、また
③世帯の収入により、学校卒業まで生計維持が可能
は北秋田市社会福祉協議会の各地域福祉センターが
な状況であること
窓口です。
④秋田県内にお住まいの世帯であり、住民票の住所
※生活福祉資金貸付制度は生活の安定や
と現住所が一致していること
立て直しを図ることを目的としているこ
⑤社会福祉協議会が債権者である貸付制度の連帯保
とから、必要に応じて民生委員、社会福
証人及びその世帯員ではないこと
祉協議会、関係機関の相談支援を受ける
⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
ことに同意していただくことが前提とな
ります。
規定する暴力団員である者が属する世帯ではないこと
保育士を目指す生徒さんへ

保育士 修 学 資 金 貸 付 制 度

保育士を目指し、養成施設で修学している人
を対象に、入学準備金（２０万円以内）や修学
資金（月額５万円以内）等の修学費用を支援す
る 制 度 で す。卒 業 後、保 育 士 登
録 を し、秋 田 県 内 で 継 続 し て 保
育業務に従事した場合は返済の
債務が免除されます。

入学前に申請できます

介護福祉士修学資金貸付制度

介護福祉士養成校に進学し、卒業後に秋田県
内で介護福祉士の業務に従事する意志のある方
は、申請することで養成校入学前に無利子で入
学準備金
（２０万円以内）
を借りるこ
とができるようになりました。高校
在学中に手続きを行った場合、入学
準備金を、また入学後は毎月の修学
資金等をそれぞれ借入できます。

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
離職者介護人材再就職準備資金貸付制度

秋田県内における福祉・介護人材の育成及び確保等を図ることを目的として、介護
福祉士の資格取得のために必要な資金、または一定の資格がある方が一旦介護職を離
職した後に事業所へ再度就職する際に必要な準備資金について、上限２０万円以内を
無利子で貸付する制度です。

詳細については下記にお問い合わせください

【お問い合わせ】
＊生活福祉資金（教育支援資金）について
北秋田市社会福祉協議会
電話０１８６−６９−８０２５
＊保育士修学資金について
秋田県社会福祉協議会 総務企画部
電話０１８−８６４−２７１１
＊介護福祉士修学資金・介護福祉士実務者研修受講資金・離職者介護人材再就職準備資金について
秋田県社会福祉協議会 人材確保担当 電話０１８−８６４−２８８０
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地域のふくし情報局

応援します！ささえあう地域づくり

ー 平成３１年度「地域福祉活動支援事業」説明会を開催します ー
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支援することを目的に実施しています。

ボランティア活動をしている増沢自治会員

ク やレクリエーション︑
一人 暮 らし
高齢者世帯の除雪支援も実施して
います︒
今回の表彰を受け︑会員たちか
らは﹁引き続きボランティア活動
を通じて集落の信頼関係を深め︑
地域づくりを推進していきたい﹂
と今後の活動に対する意気込みが
聞かれました︒
今回の表彰はボランティア活動
に励む自治会・団体にとって大き
な励みになりそうです︒
増沢自治会の皆さん︑おめでと
うございました︒

社協だより

平成31年２月１日
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◎事業財源 寄付金・社協会費
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
◎対象事業

この度︑永年に渡り住民の身近
なところで行われる福祉活動とし
て定着し︑地域づくりに貢献した
として︑厚生労働大臣表彰より感
謝状が贈呈されました︒
増 沢 自 治 会で は 平 成５年 ︑旧 合
川 町 社 協より 提 唱 され た﹁ 集 落 福
祉 活 動 促 進 事 業 ﹂の実 施 を 検 討し
集 落 内の婦 人 層 が ボランティア 会
員となって︑配食サービスの取り組
みを開始しました︒
月１回 ︑会 員のみ な さん が 輪 番
制で地場野菜を持ち寄り調理した
あた たかいお 弁 当 を ︑夕 食 時 に 自
治 会 内で 歳 以 上の一人 暮らし 高
齢 者 世 帯 に 届 けていま す︒ま た サ
ロン 活 動 として 月 １ 回 健 康チェッ

ほのぼの健康サロンの様子

年間100,000円を限度とする
◎助成金額

自治会・町内会
4月1日から翌年3月31日

◎助成対象
◎助成期間

〜あいかわ地区 増沢自治会〜

厚生労働大臣より感謝状を贈呈されました

祝

２月２０日（水）午後２時〜
北秋田市民ふれあいプラザコムコム 研修室C・D
鷹巣地区

２月２０日（水）午前１０時〜
あいかわ地域福祉センター 会議室
合川地区

２月１９日（火）午後２時〜
森吉生活支援ハウス 会議室
森吉地区

２月１９日（火）午前１０時〜
阿仁庁舎２階 会議室
阿仁地区

下新町自治会（阿仁）

説明会日程
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平成30年11月1日〜平成30年12月31日受付分

香典返し寄付金

︽たかのす受付分︾
長崎 大毅様︵旭 町︶亡父 兵毅様

田︶亡母トシヱ様

山︶ 亡姉成田光子様

泉︶亡夫

則雄様

沢︶亡母美保子様

庄子

網干

奥山

隆一様︵松

正明様︵大

弘子様︵大

栄︶亡妻

町︶亡母ヨシヱ様

渕︶亡父

子︶亡母

テイ様

アイ様

キヱ様

真一様

茂

成田トシ子様︵今

髙坂

健一様︵太
沢︶亡母ヒナ子様

亡義父松岡國五郎様

︽もりよし受付分︾

松尾

賢三様

フミ様

◆たかのす受付
成田

健康社交ダンス

すずらんの会様
県北商友会︵鷹巣市日会︶様
◆あに受付
県北商友会様

◎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

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。ありがとうございました。

洋一様︵坊

會田

様︵糠

様︵前

藤嶋
任
佐藤

瀬︶亡母

一幸様︵根

佐々木美佐男様︵荒

︽あに受付分︾

畠山

︽あいかわ受付分︾

修一様

正人様︵ 伊勢ノ森︶

亡義父福田清三郎様

尚里様

田口

久之様︵幸屋渡︶亡父

様

様

トキ様

勇

松橋

田村 純一様︵舟見町︶亡父 文雄様
幹子様

安部

様︵杉山田︶亡父

沢︶亡妻

長崎 武彦様︵東横町︶亡妻 京 様
三浦
祥

杉︶亡父千代治様

公作様︵増

花田 陽子様︵宮前町︶亡夫 保男様
伊藤
久子様︵下

沢︶亡母

章

町︶

井︶亡兄

村上真由美様︵太 田︶亡義父義文様

加藤

治

稔様︵川

亀山 忠春様︵住吉町︶亡母ハルヱ様

相川

辰男様︵新屋布︶亡父

キミ様

森川 祐子様︵大 町︶亡母 チヱ様

森川

明夫様︵松山町︶ 亡義父松橋五助様
信子様
町︶ 亡義父吉田勝藏様

尚永様︵本城上︶亡父

英子様

四郎様
奈良

福雄様︵松山町︶亡妻

様︵向本城︶亡父

中嶋 信義様︵小ヶ田︶亡祖母シゲ様

岸野

史朗様︵ 本城町屋︶

一般寄付金

トシ様

大川 慎吾様︵深 関︶亡父 慎一様
櫻井
英美様︵芹

川︶亡母ヨシヱ様

瀬︶亡母

土濃塚廣孝様︵相善町︶ 亡義父永井與藏様
櫻庭
俊悦様︵合

佐々木俊一様︵荒

篠原 諒子様︵大 町︶亡夫 重夫様
工藤

英樹様︵三木田︶亡祖母ナカ様

小笠原俊郎様︵前 山︶亡母 雅子様
佐々木

勝美様︵大内沢︶亡母

ハマ様

佐藤 一博様︵葛 黒︶亡母 ソノ様
成田

浩昭様︵新田目︶亡祖母ミヨ様

子︶亡母

髙橋 八惠様︵旭 町︶亡夫 允 様
金田

博幸様︵根

佐藤 仁美様︵ 綴子下町︶ 亡母藤島ヤヱ様

成田 悟 様︵東横町︶亡妻 優子様

蓑和

幸雄様︵ 前田駅前︶亡妻

秋男様︵太 田︶亡母セツミ様

石川 譲 様︵伊勢町︶亡父 敬一様

森川

新一様︵新

岸

佐藤 博 様︵脇 神︶亡母 セイ様

柴田

一

様︵新

石上 政行様︵舟 場︶亡父 俊夫様

九嶋

一郎様

佐藤 京子様︵大 堤︶亡父專太郎様

成田 正美様︵田 中︶亡妻 順子様

柴田

亡義父庄司正次郎様

村上 幸美様︵住吉町︶亡父 喜宣様

阿仁合小学校

前田小学校

第83号（６）
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意
善

合川中学校

鷹巣南小学校

綴子小学校

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

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）
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０〜３歳まで
のお子さんと保護者の方です。

行事予定

節分制作と豆まき会

ひなまつり制作とお楽しみ会

お子さんといっしょに鬼
のお面を作ったり、豆ま
きやダンスをしてみんな
で楽しみましょう。

ひな祭り制作を楽しんだ
り、段飾りのおひな様を
囲んでお楽しみ会をしま
しょう☆

日時：２/１（金）
１０：３０〜１１：００
会場：わんぱぁく
定員：１５組

日時：３/１（金）
１０：３０〜１１：００
会場：わんぱぁく
定員：１５組

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83号

綴子児童館・児童クラブ
62-1071

平成31年２月１日

すごろく
人数が多いほど盛り上がる！
真っ先にゴールできるのは誰かな？
いらなくなったカレンダーの裏など、大きな紙を
使って手作りするのもおすすめです。
けん玉
まずは大皿（一番大きい皿）に
乗せるところからチャレンジ！
慣れたら小皿や中皿にも挑戦
してみましょう。
他にもけん先（尖ったところ）
を持って中皿に乗せる「ろうそ
く」
、けん先に玉を入れる「と
めけん」などの技もあります。
上手になった時の達成感は格
別です。

ろうそく

子どもはおばけが大好き！数えう
たにのって、ユーモラスでなんだか
友だちになれそうなおばけが家のあ
ちこちから「どろんばあ」と出てき
ます。暖かい部屋でお子さんと過ご
す大切な一時にいかがでしょうか？

おすすめ室内あそび

とめけん

作：小野寺悦子
出版社：福音館書店

※インフルエンザなど感染症が流行する時期です。
手洗い・うがいでしっかり予防しましょう！

中皿

ばあ』

毎日寒い日が続いていますね。何かと体調を崩し
がちな季節です。暦の上では２月３日は「節分」、
立春の前日です。季節の変わり目に現れるという鬼
を退治するために豆まきを行います。
歳の数の豆を食べると体が丈夫になるとい
う言い伝えがありますよ。
健康を願い、家族で豆まきをしましょう。

小皿

今月の
おすすめ絵本

『 どろん

冬の健康

大皿

赤ちゃん連れ大歓迎
です！車でお越しの
際は、市役所駐車場
をご利用ください。

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
「冬の健康＆あそび」です。

10級 １
9級

２ １

7級

３

8級
6級

３ ２

１
２ １

３ ２ １

日本けん玉協会 級位認定表
１０回挑戦して成功したら合格
になります。練習してみましょう！

家族や友達と盛り上がりそうですね。児童館では
年間を通して遊んでいます。ぜひ気軽に遊びにきて
くださいね！
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

おしらせ

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

◆日 時 平成３１年２月２１日（木）
１０：１５〜１４：３０
◆会 場 北秋田市民ふれあいプラザコムコム
（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３１年２月５日（火）１０：００より

※定員になり次第締切となりますのでご了承下さい。

支える人を応援します！

サロンボランティア養成講座
地域の居場所づくりや介護予防の一環として、趣味
や語らいなどの交流を通じて地域で元気に暮らしてい
く事を目的に、各地域で「サロン活動」が展開されて
います。この養成講座は、高齢者を理解し、サロンの
内容を充実するためのヒントを学ぶ講座です。一緒に
学んでみませんか？
◆日 時 平成３１年３月１３日（水）１４日（木）
１３：３０〜１５：３０
◆会 場 １３日 北秋田市民ふれあいプラザコムコム
１４日 森吉コミュニティセンター

お申し込み・お問い合わせは各地域福祉センターまでどうぞ

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？

地域福祉活動備品をご利用下さい

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。

ニチレクボール
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

◎対
◎申
◎期

象
請
間

輪投げ

ナンバーストライクゲーム

スカットボール

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、ワイヤレスマイク、プロジェクター、スクリーン、たこ焼き器
ニチレクボール（室内ペタンク）、思い出カルタ

スカットボール、カラーボウリング、しりとりブロックくずし、点とりゲーム、輪投げ
スパイダーターゲットゲーム、ナンバーストライクゲーム、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、おはしdeまめつかみゲーム、頭リハビリパズル、
日本地図パズル、世界地図パズル、ニチレクボール（室内ペタンク）、ジャンボトランプ、囲碁、将棋
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
プロジェクター、スクリーン、高齢者疑似体験セット大人用・子ども用
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、四字熟語合わせ、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

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
各地域福祉センターへ申請書を提出してください
7日間以内
◎料金は無料です

【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

バランスゲームジェンガ

※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。

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31年２月１日

第83号（８）

