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よいしょ！ よいしょ！
だまっこ作りに挑戦！

１１月８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。

一緒に昔遊びを楽しんだり、老人クラブの皆さん

による踊りで盛り上がりました。

だしの染みた新米のだまっこ鍋をみんなでおいし

くいただき、大満足のひとときとなりました。

「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。
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

第1４回北秋田市社会福祉大会
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﹁笑顔で安心して暮らしていける地域社会を目指して﹂

教えてくれ たこと 〜﹄と 題
して講演が行われました︒
﹁認 知 症の 母の 介 護 を す
るよ うになって︑人 と 人 と
は 足 り ない 部 分 を 補って 生
きているので は ない か と 考
えるよ うになった︒人 は 側
にいるだけで︑十分価値が
あるということを 教えてく
れた︒母が認知症という病
気になら な かったら︑母 と
手 をつなぐことも︑母のこ
と を 思い やることも な かっ
た﹂と講話されました︒
た くさんの方にご来 場い
ただきまして︑ありがとう
ございました︒

第82号（２）

平成30年12月１日

社協だより

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﹁これからは制度
による福祉ではなく︑地域
住民や福祉関係者らが主体
となり︑社会資源の再発見
と地域コミュニティを核とし
ながら地域共生社会を実現
していくこと が 大 切︒併 せ
て︑福祉に経営はなじまな
いという 時 代は終わり︑社
協も創造的経営戦略を打ち
出し︑経営基盤を固め︑地
域福祉の推進を担うという
使 命 を 果 たしていく﹂と あ
いさつを述べました︒

赤い羽根共同募金の使い途についての展示

藤川幸之助氏の心温まる講演

また︑社会福祉の向上に
寄与した個人・団体を表彰
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﹁地域です
べての市民が住民相互の共
助 意 識の 向 上 を 図 り な が
ら︑人と 人と が支え合い︑
やさしい気持ちを持ちなが
ら温もりある地域づくりを
目指す﹂とする大会宣言が
採択されました︒
このあと︑詩人・児童文
学作家でもある藤川幸之助
氏による﹃支える側 が支え
られるとき〜認知症の母が
たくさんの方にご来場いただきました

地域の力 〜

みんなのやさしさ

〜 側にある

鷹巣地区民生委員児童委員協議会

合川地区民生委員児童委員協議会

森吉地区民生委員児童委員協議会

阿仁地区民生委員児童委員協議会

交楽会

森幸園

もりよし荘

山水荘

交楽会

もりの郷
県北報公会

吉野更生園

大野岱吉野学園

南鷹巣保育園

秋田県民生協会阿仁かざはり苑

交楽会

阿仁ふくし会

︽社会福祉施設従事者功労︾

北秋田市社会福祉協議会長表彰
︽地域社会奉仕功労︾
体

相善町ふれあいサロン︵ 鷹巣地区相善町自治会︶

団
南鷹巣ぴんぴん健康教室︵ 鷹巣地区南鷹巣自治会︶

蟹沢さわやか会︵鷹巣地区蟹沢自治会︶
ふれあいサロン胡桃館︵ 鷹巣地区胡桃館自治会︶
太平町いきいきサロン︵ 鷹巣地区太平町町内会︶

栄おたのしみ会︵鷹巣地区太田自治会︶
にこにこサロン︵鷹巣地区七日市本郷自治会︶

七日市地区いきいきサロン︵鷹巣地区︶
オカラ・パル︵音楽活動グループ︶

神成いきいきサロン︵森吉地区神成自治会︶
阿仁前田サロン︵森吉地区鍛治町自治会︶
桂瀬いきいきサロン︵森吉地区桂瀬自治会︶
五味堀いきいきサロン︵ 森吉地区五味堀自治会︶
米内沢新町いきいきサロン
︵ 森吉地区米内沢新町自治会︶

長野いきいきサロン︵森吉地区長野自治会︶
新屋布いきいきサロン︵ 森吉地区新屋布自治会︶
前田駅前いきいきサロン︵ 森吉地区前田駅前自治会︶

大渕いきいきサロン︵森吉地区大渕自治会︶
大岱いきいきサロン︵森吉地区大岱自治会︶
根森田いきいきサロン︵ 森吉地区根森田自治会︶

博重
一二三
喜久男
定雄
陽子
まり子

小渕いきいきサロン︵阿仁地区小渕自治会︶

︽民生委員児童委員従事者功労︾
鷹巣地区民生委員児童委員協議会 佐藤
根元
三澤
成田
花田
堀部

布田 ヒデ子
明石 安夫
簾内 照光
佐藤 清子
保坂 洋子
佐藤 由紀子
三浦 良子
亀谷 隆道
金
啓子
九嶋 圭子
小笠原キサ子
菅原 一夫
中村 千代子
松橋 鉄明

吉田 笑子
伊藤 博貴
栁谷 紗耶子
泉谷 さやか
成田 拓朗
神成 由佳
奥寺 出穂
金 あい子
金澤 満
森川 政彦
高橋 雄大
小坂 麻公子
五十嵐 香菜
桜井 久子
長岐 義行

芳徳会

青山荘

久美子
智亜里
尚
勝久
靖久

佐藤
佐藤

金 由美子
嘉成 直樹
松橋 章
辻
敦
松橋 タミ子

︽社会福祉協議会従事者功労︾
松岡
金子
松田
佐藤
武田

洋子
真知子

秋田県共同募金会会長表彰 ︵伝達︶

︽感謝状︾

能登谷 信子
日立金属ネオマテリアル労働組合秋田支部
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受賞者一覧(敬称略)
平成30年度

赤い羽根であんなこと、
こんなこと。vol.1９

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２３０万円を助成します。

皆さんも
始めて
みませんか？

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。
子育て支援のための活動

３．助成対象活動

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
（８）「地域福祉活動スタート支援事業助成金」との併用、また運営費として「地域福祉活動支援事業助成金」
との併用

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。

５．助成金の交付金額

助成金の交付金額は総額２３０万円を限度とし、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）

世代間交流

６．助成対象となる活動の実施期間

平成３１年４月１日以降に開始し、平成３２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３０年１２月１１日（火）から平成３１年１月１５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３０年１２月１１日（火） 午後２時〜３時（予定）
会場：北秋田市民ふれあいプラザコムコム ２階大研修室
（北秋田市花園町１０番５号）

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

地域のサロン活動

電話６９−８０２５
平成30年12月１日

第82号（４）

地域のふくし情報局

T

劇終盤の出演者全員に
よる﹁輪になっておどろ
う﹂では音楽に合わせ会
場全体に手拍子が起こり︑
温かい空気に包まれまし
た︒
会場ロビーには各ボラ
ンティアグループが︑こ
の日のために作成した活
動紹介パネルやグループ
オリジナルの シャツな
どのグッズも展示され︑
活動のアピールの機会と
なりました︒

手をつなごう ボランティアまつり 開催

月 日に北秋田市ボ
ランティア連絡協議会が
赤い羽根共同募金による
市民活動応援助成事業と
し て﹁手 を つ な ご う ボ
ランティアまつり﹂を開
催しました︒
北秋田市ボランティア
連絡協議会はボランティ
ア活動の拡大︑地域福祉
に貢献することを目的に︑
現在 団体が加入してい
ます︒
今年度︑加入団体の活
動を市民の皆さんに広く 知ってもらう機会として
助成を受け︑開催に至り
ました︒
当日は北秋田市合川地
区出身の萩原拓也さんと
熊本県出身の竹本和貴さ
んによるお笑いコンビ
﹁ポ ッ プ ラ イ ン﹂に よ る
お笑いライブや地域ボラ
ンティアを交えたトーク
ショー︑各ボランティア
団体会員がキャストを務
めた﹁嫁入り﹂の寸劇を
披露︒

ボランティアによる寸劇「嫁入り」

社協だより

平成30年12月１日
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ランナーのネタで会場を沸かせたポップライン

教えて！ あなたのまちのサロン

「おにぎらず」おいしくできました！

楽しい会話に心も弾みます

生日の参加者にはプレ
ゼントを贈ったりと世
話人も参加者たちも
﹁楽 し め る サ ロ ン づ く
り﹂を心がけています︒
昼食後の何気ない雑
談から︑年配者の暮ら
しの知恵を聞くことが
でき︑次世代へ伝えて
いきたい地域のあたた
かさを感じます︒
少子化や介護の心配
などもありますが︑地
域で協力し︑悩みを共
有できるような居場所
を目指したいと思って
います︒

みんなで歌おう「秋田県民歌」の一幕

11

12

自 慢の
サロンメニュー
阿仁地区﹁小渕いき
いきサロン﹂は今年６
年目を迎えました︒
今回のサロンでは平
成 年 に 行 い︑好 評
だ っ た﹁お に ぎ ら ず﹂
を参加者で作りました︒
好みの具をはさんでそ
れぞれが作った﹁おに
ぎらず﹂と具だくさん
の豚汁で大満足の昼食
となりました︒
月１回のメニューで
はアクリルたわしや飾
り石けん作り︑また誕
27

平成30年9月1日〜平成30年10月31日受付分

意
善

香典返し寄付金

三澤

笹木

フミ様︵糠

貞行様︵本

久美様︵大

厚志様︵大

沢︶亡夫

貞雄様

郷︶亡伯母ヒデ様

堤︶亡母ミツヱ様

堤︶亡父

敏子様

︽もりよし受付分︾

村形

藤島

福岡

畠山

松岡

敏春様︵川

里︶亡父

重春様︵木戸石︶亡妻

博英様︵羽根山︶亡母

和子様

勇一様︵木戸石︶亡母ハルヱ様

稔

吉蔵様

正三様

キミ様

ケイ様

︶亡父
学校通り裏町

様︵惣

晃一様

浅井

義晴様︵萱

草︶亡父

一般寄付金

遠藤

智子様

◆たかのす受付

たづ子様

勝三様

◆あいかわ受付
金森
月宮

◆あに受付

文子様

辰雄様

※ お詫びと訂正 ※
前号の香典返し寄付金の掲載に誤りがあり

ましたので訂正してお詫び申し上げます︒

◎あいかわ受付分 後藤 正美様
︵下杉︶
は︑

ご家族並びに関係者各位にご迷惑をおかけ

後藤 久美様 の誤りです︒

しましたことを心よりお詫び申し上げます︒

◎資金貸付事業

１０月６日（土）に行われた鷹巣東小学校の東っこまつりにて贈呈
式が行われました。
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、
大切に使わせていただきます。
皆さんの活動に心より感謝申し上げます。

鷹巣東小学校の皆さんありがとうございました。

︽あに受付分︾

修治様︵七日市︶亡母

長岐

利男様︵ 綴子下町︶亡妻
タミ様

和彦様︵

内︶亡母

ツキ様

◎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︒

など

◎ネットワーク活動
◎地域福祉活動支援事業

◎情報提供

今回で２６台目の車いす寄贈

ミコ様

長岐

当︶亡妻由美子様

太田

直幸様︵相善町︶亡母
ツヤ様

佐藤

博

向︶亡父

吉男様

ツギ様

光男様︵打

髙橋

義昭様︵上舟木︶亡母

春雄様

庄司

克宣様︵八幡森︶亡母

吉和様︵川

丁︶亡夫

様︵幸屋渡︶亡妻

鈴木

髙坂

田︶亡父

イワ様

山田

昭子様︵新

孝藏様
学校通り裏町

博

町︶ 亡母神成博子様

鈴木
一彦様︵太

文吉様

庄司

公彦様︵新屋布︶亡父

チヨ様

様︵

渡部

智子様︵元

︽あいかわ受付分︾
キク様

平良

義明様︵美
イヨ様

町︶亡母

均 様
奈良
康弘様︵松ヶ丘︶亡母

一広様︵大

渡 様︵堂ケ岱︶亡父
清身様
佐藤
俊作様

福田

妙子様︵堂ケ岱︶亡夫
鐵雄様
川︶亡父

野︶亡母トシヱ様

齊籐

泥︶亡父
俊生様︵合

陽一様︵前

長野
直人様︵掛
田中

畠山

三澤
セツ様

︽たかのす受付分︾

工藤 竹美様︵花園町︶亡母

長谷川真志子様︵新田目︶ 亡母齋藤フミ様

藤嶋
義仁様︵ 綴子上町︶亡母

七郎様

大和

︶亡母

栄︶亡母

戸嶋 弘文様︵ 坊沢大町︶亡長男文吾様

本城谷ちや子様︵小摩当︶亡夫

髙橋

博 様︵材木町︶亡父

惠子様

森川

仁

博美様

佐藤

昭夫様︵花園町︶亡妻

キミ様

松田

様︵三

亀山

博子様︵本屋敷︶亡母

俊三様

俊雄様

中嶋

テツ様︵栄摩当︶亡夫

井︶亡父

畠山

田︶亡祖母トミ様

沢︶亡祖母ミヱ様

利克様︵坊
優 様︵太

長崎
村上
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社協だより

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歳〜未就学児
のお子さんと保護者の方です。
会場はすべてわんぱぁくになります。

行事予定

クリスマス制作とお楽しみ会
サンタさんに会えるかなぁ？
お楽しみに！
日時：１２月２０日（木）
受付：１０：００〜受付
１０：１５〜１１：００
定員：１５組
※定員で締切となりますので
お早めにご連絡下さい。
市役所の駐車場を
ご利用ください

準備
する物

正月制作と歌遊び
簡単な正月制作と歌や手遊び
を楽しみましょう☆

日時：平成３１年１月１０日（木）
受付：１０：２０〜受付
１０：３０〜１１：００
定員：なし

『しんごうき ピコリ』

作・絵：ザ・キャビンカンパニー
（阿部健太朗・吉岡紗希）
出版社：あかね書房

お子さんが「ブップー」
「あか」など、
車や信号機に興味を示すようになっ
たらおすすめしたい絵本です。
パトカーがピンクや紫など変わっ
た色の信号機の話をするのがユニー
クで本当に面白く、カラフルな色調
が目を引きつける楽しい一冊です。

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82号

綴子児童館・児童クラブ
62-1071

平成30年12月１日

１２月に入り、いよいよ冬の到来です。子ども達が
大好きなクリスマスもやってきますね。
クリスマスに向けて、お子さんと簡単なツリーの飾
りを作ってみませんか？
親子の会話を楽しみながら作れば、クリスマス
当日がますます楽しみになりそうですね！

フェルトツリー

赤ちゃん大歓迎！

今月の
おすすめ絵本

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「クリスマス工作☆」です。

・フェルト数枚（赤、緑など） ・はさみ
・キラキラしたビーズ ・ポンポン飾り
・その他好きな素材
・手芸用ボンド

＊作り方＊
① フェルト
（緑）
を小さい三角の形に切る。
（３つくらい用意する）
② 大きめのフェルト（赤）を台紙に使う。
①を縦に並べてツリーに見立て、フェ
ルト（赤）の上に手芸用ボンドで貼る。
③ ビーズやポンポン飾りなどを好きなところに貼
り、飾り付けをする。
④ ボンドが乾いたら完成！

お店の手芸コーナーには、ビーズの他にも様々な素
材が置いてあります。
好きなものを探して飾り付けするのも楽しそうです
ね。
大きめサイズは壁掛けオーナメント、小さめサイズ
はフォトフレームに入れて飾れます。
どちらのサイズもクリスマス気分を盛り上げてくれ
そうです♪
・フェルトをはさみで切る時は、怪我をしない
よう気を付けて行ってください。
注意！！
・小さなお子さんがいるご家庭は、ビーズ等の
誤飲に注意してください。

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

おしらせ
藤原美佐子

INFORMATION
困った！を「支え合い」で解決しよう

弁護士による

無料法律相談
◆日時

平成３０年１２月２７日（木）

◆会場

北秋田市民ふれあいプラザコムコム

◆定員

７組／１日（１組３０分）

◆対象

除雪機と運搬用の軽トラを
セットでお貸しします

お申し込みは
電話６９−８０２５

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。

１０：１５〜１４：３０

【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

（北秋田市花園町１０番５号）

北秋田市民

◆相談料

無料

貸出対象

★受付開始★
平成30年12月５日（水）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。

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

一人ひとりの状況に応じて自立した暮らしができるよう支援します
自立相談支援事業所

北秋田くらし相談センター

ひとりで悩んでいませんか？
◆仕事をしていない期間が長引いてしまった
◆家計を管理するのがむずかしい

当センターでは食べることに困って
いる人たちに食料を提供するフード
バンク活動も行っています。
お問い合わせ

◆ひきこもりがちで将来が不安

北秋田くらし相談センター

◆生活を立て直したい
◆どこに相談したらいいかわからない

電話 ６２−６８６８
Email： kurasi@kitaakita-shakyo.or.jp

など

赤い羽根共同募金運動 への ご協力ありがとうございます
地域のイベントでのご協力
ありがとうございます
「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

阿仁ごっつおまつり

北秋田市産業祭

【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
★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
社協だより

６９−８０２５
７８−３１６６
７２−３４９４
８２−３３７４

お願い申し上げます。

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
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12月１日

第82号（８）

