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グループワークでは、皆さん興味深げに意見交換していました
３月１３日、１４日の２日間、市内の２会場で
「サロンボランティア養成講座」が開かれました。
この講座は、地域の居場所づくりや介護予防の
一環として実施されている「サロン活動」をボラ
ンティアとして運営する方たちに、楽しみながら
続けてもらうために開催しています。今回はグ
ループワークと介護予防体操を学びました。

気軽に楽しめる介護予防体操でした

詳しくは４ページをご覧ください。
「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

当会は合併当時より︑介護保

と︑今まで以上にケアの質を追

略を策定し︑より効率的な経営

た︒長期的視点に立った経営戦

当会が経営することになりまし

理 施 設 で し た が 民 間 譲 渡 さ れ︑

営です︒これまでは市の指定管

設﹁ケアタウンたかのす﹂の経

る地域包括支援センターの機

医療の向上に努め︑当市におけ

の 延 長 線 上 と し て 保 健︑福 祉︑

りました︒これまでの福祉実践

談窓口としての機能を高めて参

命を果たすため︑福祉の総合相

の地域福祉推進を担うという使

す︒もとより当会は︑北秋田市

新年度を迎えて

春暖の候︑市民の皆様におか
険事業と地域福祉事業を融合さ

究しながら︑安心で安定した利

会長 髙

坂

北秋田市社会福祉協議会

れましては益々ご清栄のことと
せ 自 立 性 を 高 め て 参 り ま し た︒

能・役割をさらに高めて参りま

司

お慶び申し上げます︒

用者の皆様の生活を確保してい

さらに今年度は︑クレド︵企

その結果︑先般行われた社会福

二つ目は地域包括支援セン

業 信 条 や 行 動 指 針︶の 徹 底 化︑

昨 年 度 は 関 係 団 体・ボ ラ ン

ターの受託運営です︒地域包括

業務の質追究︑職員の処遇改善︑

す︒

支援センターはこれまで北秋田

ＡＩ・ＩＣＴ活用による本部機

きます︒

これからは︑着実な経営基盤

市の直営でしたが︑当会が新た

能の集約︑女性職員の経営参加︑

祉制度の見直しを先取りした形

の上で︑﹁社会福祉事業の発展﹂

に運営業務の一翼を担っていき

健康経営などの視点で常に業務

ティアの皆様︑多くの市民の皆

現在︑秋田県の福祉業界は数

と﹁地 域 の 公 益 事 業 へ の 責 務﹂

ます︒地域包括支援センターは

の見直しを図り福祉業界のみな

で理想的な社会福祉法人の基礎

年後に安定期を迎える最終段階

を全うするため︑地域住民や福

高齢者が住み慣れた地域で安心

らず地域全体の活性化に努めて

さまより地域福祉推進にご尽力

にあります︒したがって︑未来

祉関係者とともに地域共生社会

した生活を続けていけるように

いく所存です︒変わらぬご支援

構築を確立させました︒

発想からの戦略的経営計画と立

の実現に向けて主体的に地域課

支援する総合相談窓口で︑保健

とご鞭撻を賜れば幸いです︒

を賜り衷心より感謝申し上げま

案︑業務改善を遂行することが

題解決を図るための仕組みづく

師︑社会福祉士及び主任介護支

す︒

絶対条件となっています︒

りを進めて参ります︒

方良し﹂を念頭に﹁社会福祉法

二大新規事業に取り組みます︒

また︑今年度は４月１日より

アシステムの中核となる機関で

決に向けて援助する地域包括ケ

援専門員などの専門職が課題解

常に市民・利用者・職員の﹁三

人 の 本 物﹂を 目 標 に 具 現 化 を

一つは北秋田市在宅複合型施

図って参ります︒
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赤い羽根であんなこと、
こんなこと。
vol.２1

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 結果報告
団体名

活動名
更生保護・犯罪予防事業・社会

北秋田地区保護司会

を明るくする運動

助成額

194,400

２月７日、北秋田市交 流センターを会場に
「公募によ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。

54,000

助成事業に申請した、地域福祉活動を行う

108,160

当事者組織やボランティアグループ、福祉団

若者自立サポーターの会

若者居場所「くまっこ」開設事業

北秋田市老人クラブ連合会

地域間における高齢者同志の

森吉支部

ふれあい事業

西根田自治会

地域のふれあい交流会

北秋田市太平町町内会

高齢者生き生き植栽事業

サロンななくら

七座地区のいきいきサロン

79,238

市民代表として６人の審査委員からは質問

前田駅前自治会

いきいきサロン

36,000

のほか、活動を継続して行ってきた団体に対

新屋敷町内会

いきいきサロン、世代間交流

53,740

して称賛の声も多く聞かれました。

かざはりいきいきサロン

健康づくり交流会

50,544

おはなしピッコロ

読み聞かせおはなし会
地域のつながりを深め、老若

つなぎの会

在宅看護職

男女が憩える機会を作る会
鷹巣白鷹の会

太田婦人ボランティア

住民の健康づくりを支援する
ボランティア活動
太田手作り交流会

北秋田手話サークル「いずみの会」 聴覚障害者と交流活動
音訳ＣＤによる情報提供と

朗読ボランティア

福祉施設での定期朗読会等

「やまびこ」
光の会
北秋田市ミュージック・ケア研究会
〜ハートミング〜

127,600

180,000

社協だよりでは、今後助成団体の活動を紹
介していきます。

42,000
60,740
41,600

障がい者の自立と学びの支援

144,080

ミュージック・ケア体験セミナーの開催

168,860

109,460

朗読ボランティアあかねグループ

視覚障害者 朗読サービス事業

64,764

北秋田市手をつなぐ育成会

地域自立支援研修と社会参加

117,720

助成総額

容を熱心にアピールしました。

35,002

116,750

ボランティアとの交流事業

体、自治会の２０団体が、自分たちの活動内

113,289

活動40周年記念朗読コンサート

障がい児の余暇活動と

チャレンジ！！ きたっこ

61,152

１,９５９,０９９円

赤い羽根共同募金 は
あなたの近くでこ んな活動に。
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地域のふくし情報局

２月２３日
（土）に「第２回もりよし福祉の集い 〜側にある みんなのやさしさ 地域の力〜」を
北秋田市森吉コミュニティセンターで開催しました。
はじめに森吉婦人会による「森吉小唄」がピンクの法被姿で披露され、オープニングを飾りました。
その後、鶴田自治会会長の佐藤俊夫さんから「地域福祉活動スタート支援事業」を活用したサロン活
動の報告がありました。また、北秋田市社協訪問看護ステーションの廣瀬管理者が講演を行い、地域
での訪問看護の活動と利用者から寄せられた声に励まされていることなどを語り、会場は地域と人を
つなぐ支援のあり方に感じ入っていました。
後半は、合川にわか劇団による「吉三のラブ・イズ・オーバー 涙のステージ」と題した人情芝居で、
会場は笑いと地域のあたたかさに包まれました。劇中の歌を、来場者も一緒に大合唱する一幕もあり
ました。たくさんの方に参加いただき、ありがとうございました。

みんなの
やさしさが
地域の力になる
鮮やかな衣装で踊りを披露

血圧測定コーナーも設けられました

訪問看護についての講話

笑いの絶えない合川にわか劇団による演劇

自慢のサロンについて実践発表

14
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サロンボランティア養成講座を
開催しました

３月 日︑ 日の２日間︑市内の２会
場でサロンボランティア養成講座を開催
しました︒
今年度で５回目となるこの講座は︑地
域の居場所づくりや介護予防の一環とし
て実施されている﹁サロン活動﹂をボラ
ンティアとして運営する方たちに楽しみ
ながら続けてもらうため︑また情報提供
や地域福祉の活性化を図ることを目的に
開催しています︒
講座の前半は﹁あ
なたのサロンは どん
なサロン？﹂をテー
マに︑グループでサ
ロンメニューについ
て意見交換をしまし
た︒後半は北秋田市
民プール館長の佐々
木禎尚氏による︑簡
単にできる介護予防
体操を体験的に学び
ました︒
参加者からは︑﹁自
分では気づかない意
見を聞くことができ
た﹂﹁体 操 は 少 し き
ついけれど楽しかっ
た﹂との感想が聞か
れました︒
13
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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
『地域福祉活動支援事業』

２月１９日、２０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。

40

みんなで食べるだまっこは格別でした
かだるべ交流会
３月２日︑ふれあ
いプラザコムコムを
会場に手作り料理と
レクリエーションを
楽しむ﹁かだるべ交
流会﹂が開催されま
した︒
この交流会は︑障
がいを持つ方々の社
会参加推進と地域住
民とのふれあいを目
的として︑企画した
ものです︒
手作り料理体験と
して﹁焼きだまっこ
鍋﹂と﹁白玉デザー
ト﹂づくりに挑戦し
ました︒
民生委員さん協力
のもと︑参加者皆が

役割分担し︑お米を
潰し︑丸めたり︑材
料を刻んだり︑ 人
分のだまっこを作り
ました︒
完成した焼きだ
まっこ鍋は﹁煮くず
れしていなくて美味
し い﹂﹁た く さ ん の
人と一緒に食べられ
て嬉しい﹂などの感
想があり︑参加者は
大満足していまし
た︒
午後はパラリン
ピック正式種目﹁ボッ
チャ﹂で体も動かし︑
笑いの絶えない交流
会となりました︒

春の火の元点検が
行われました

３月４日︑６日︑８日
の３日間︑鷹巣地区の一
人暮らし高齢者を対象
に︑火の元点検を行いま
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︑仏壇な
どの火の元になりそうな
箇所と︑火災警報器が正
常に作動するかを点検し
ました︒
電源プラグをしっかり
と差し込むことや︑洗濯
物をストーブ周辺に干さ
ないことなど︑火事をお
こさないための注意点も
伺いました︒
春とはいえ︑まだまだ
暖房器具が必要です︒皆
様もご自宅の火の元を点
検してみましょう︒

社協だより

平成31年４月１日
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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
◎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
◎事業財源 寄付金・社協会費
◎助成期間 4月1日から翌年3月31日

※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。
サロン『ななくら』では、
ミュー
ジックケア研究会によるイベント
のほか、北秋田警察署の「交通安
全講習会」の出前講座などを受講
しました。

平成31年1月1日〜平成31年2月28日受付分

香典返し寄付金

貢 様︵ 坊沢上町︶ 亡母永井瑠璃様

︽たかのす受付分︾
岩谷
栄 様︵ 綴子下町︶亡妻
節治様

千鶴様

鈴木
町︶亡父

佐藤

博美様︵栄摩当︶亡父

隆 様︵南鷹巣︶亡母

浩 様︵四

櫻庭ヨシ子様︵蟹

和子様

與吉様

勇 様

ユリ様

渡︶亡父昭一郎様

沢︶亡夫甚一郎様

孝一様︵大

大川

巖 様︵下家下︶亡妻

本城谷光典様︵小摩当︶亡父

岩谷

重宏様︵花園町︶亡母キミヱ様

成田

米倉

惠子様

隆史様︵南鷹巣︶亡祖母キヱ様

嶺脇
亘 様︵栄摩当︶亡母

嶺脇

小坂

スメ様

あけぼの町

︶亡母

富樫真奈美様︵

作美様

泉︶亡母美穗子様

成田智華子様︵東横町︶亡父

リツ様

孝信様︵今

輝代様︵ 西陣場岱︶亡母

成男様

簾内

武石

博文様︵ 坊沢上町︶亡父

ミヨ様

成田

小笠原芳明様︵ 綴子大畑︶亡母

廣美

英明様︵向本城︶亡父常五郎様

照悦様︵柏木岱︶亡父

清

文明様︵ 綴子下町︶亡父

様

様

様

柴田

向︶亡父

佐藤

繁

様︵伊勢町︶亡妻美佐子様
九島
昌弘様︵川

チヱ様
漸

和朗様︵通り町︶亡母

鉃之様

スギ様

勇藏様

様︵五味堀︶亡父

松橋

久憲様︵幸屋渡︶亡父

一美様︵比立内︶亡父利一郎様

様

利藏様
幸

久一様

◎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
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湊
関︶亡母スミ子様
松橋

町︶亡母

能登谷幹男様︵深
様

繁光様︵裏

清
松岡

一志様︵元
鈴木

町︶亡父利一郎様

河田
雄一様

九嶋みゆき様︵向本城︶亡父
佐

進

瀬︶亡父

福田弦丸男様︵高村岱︶亡父
米治様
ミヤ様

春日

博英様︵桂

文恵様︵新田中︶亡夫
享平様︵ 新舟見町︶亡妻
清

山田
佐藤
レイ様︵住吉町︶亡夫

様

藤島

︽あに受付分︾
政則様︵畑

︽あいかわ受付分︾

加藤

光一様

重一様

和美様︵幸屋渡︶ 亡母松橋ミチ様

町︶亡父

様︵新田目︶亡父

高橋

修

修一様

金田

田︶亡父

伸一様︵上新町︶亡父金一郎様

浩三様︵雪

髙橋

山岡

征一様

斉

遠藤

沢︶亡父
杉︶亡妻

影︶亡母イサ子様
勝視様︵木戸石︶亡母トミヱ様

英明様︵李

鐵藏様

井︶亡夫

高橋

健一様︵伏

岩川

川︶亡父

ユキ様

幸子様︵川

佐藤

聖子様

伊東
小野

隆

岱︶亡母

アサ様

佐藤正太郎様︵松ヶ丘︶亡妻

英雄様

中澤

秀信様︵李

様︵上新町︶亡母
岱︶亡父

木村

富昭様︵松ヶ丘︶亡祖母トミ様

様︵合

吉田

様︵大

町︶ 亡母杉山トシヱ様

︽もりよし受付分︾

忠

千葉あえ子様︵新
泉谷

細田松太郎様︵大

【鷹巣中学校】
車いす3台を寄贈くださいました

【鷹巣東小学校】
千羽鶴をいただきました

【合川小学校】
【鷹巣小学校】
車いすを寄贈くださいました 車いすを寄贈くださいました
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意
善

児童・生徒の皆さんが車いす、千羽鶴を寄贈してくださいました。車いす
は貸出用や施設に、千羽鶴は介護施設に飾らせていただきます。本当にあり
がとうございました。

一人ひとりのやさしさは
地域へ伝わっています

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）

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」、「体調不良児対応型保育」「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

春のお楽しみ会

野菜の苗植え

プランターにプチトマ
トやピーマンの苗を植
えたり、水やりをして
皆で大きく育てましょ
う。
会場：わんぱぁく
日時：５月１５日（水）
１０：３０〜
赤ちゃん大歓迎です！！市役所
春にちなんだ歌や
手遊びをしてみんなで
楽しみましょう★
会場：わんぱぁく
日時：４月１８日（木）
１０：３０〜

の駐車場をご利用ください。

こいのぼり制作
おうちで飾れるかわいらしい
こいのぼり☆作ってみません
か？
期間：４月２４日（水）〜５月５日（日）
日時：１０：００〜１６：００

『おむつのなか、みせてみせて！』
今月の
おすすめ絵本

作・絵：ヒド・ファン・ヘネヒテン
出版社：パイ インターナショナル
何でも気になる知りたがりやの
ねずみくんが、次々と出会う動物の
おむつが気になり、見せてもらいま
す。おむつがめくれるしかけが興味
を引き、お子さんが楽しみながらト
イレに関心を持ってくれそうです。
♡わんぱぁくにもあります。是非い
らして、ご覧ください。

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84号

綴子児童館・児童クラブ
62-1071
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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「簡単☆朝ごはん」です。
いよいよ新年度！新しい環境にワクワクする一
方、忙しいことも多く、子どもも大人も気疲れし
がちな季節です。
睡眠や食事をしっかりと取ることで生活リズムが
整い、一日のエネルギーへと繋がります。
早寝早起きして朝ご飯を食べることを心掛けま
しょう。
そこで、忙しい朝にも簡単にできるクッキングを
紹介します。

かんたん☆おにぎり

作ってみよう！

ラップに包んで簡単にできます！具はお好みで♪
①ご飯茶碗にラップをしく。
②ラップの上にご飯を乗せる。
③ご飯の真ん中に好きな具を乗せる。
（鮭、混ぜご飯の素、ウインナー
など入れてもおいしいよ！）
④ご飯をラップで包み、にぎる。
⑤出来上がり！

サンドイッチ
食パンに好きな具材を挟んでみよう！パン１枚
だけでも作れます。
①パンの上に具材を乗せる。
（ハム、チーズ、レタス、ジャムなど食べたい
具をのせてみよう♪）
②具材ごとパンを半分に折って挟み込み、サン
ドイッチ状にする。
③出来上がり！

アレンジ
ジャムの場合はパンをくるくる巻いてロールケーキ
状にしてみましょう。おやつにもなるよ♪
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
◆日

時

安心してボランティア活動をするために

お申し込みは
電話６９−８０２５

ボランティア活動保険
ボランティア活動保険は、国内でボランティア
活動中に起こる様々なケガや損害賠償責任を補償
する保険です。

平成３1 年４月２５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

◆補償期間
◆対 象

①グループの会則に則り企画・立案された活動
（団体・個人の登録）であること
②北秋田市社会福祉協議会に届け出た活動
③社会福祉協議会に委嘱された活動

★受付開始★
平成３1 年４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。

申込みの翌日から平成 32 年３月 31 日まで
日本国内における「自発的な意思により他人
や社会に貢献する無償のボランティア活動」
で①〜③のいずれかに該当する活動

行事ごとに加入するタイプの「行事用保険」もあり
ます。お申し込みは各地域福祉センターへどうぞ。

北秋田市地域包括支援センターのご案内
平成３１年４月１日からは、北秋田市地域包括支援センターが、市内全域を３つに区分けし、北部・
中部・南部の担当区域で設置運営されます。

地域包括支援センター
は、高齢のみなさんの
暮らしを支援します。
住み慣れた地域で安心して
暮らしていくために、さまざ
まな方面から支援を行います。
３カ所の地域包括支援セン
ターが市と連携しながら、介
護保険や福祉、保健や医療な
ど、必要なサービスが受けら
れるように支援します。どん
なことでもお気軽にご相談く
い。
ださい。

北秋田市
委 託
住
連 絡
担当区

先 社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会
所 〒０１８ー３３１２ 北秋田市花園町１６番１号
先 Tel ６７−８０２０
Fax ６７−８０２１
域 鷹巣地区全域

北秋田市
委 託
住
連 絡
担当区

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

南部地域包括支援センター

先 社会福祉法人 北秋田市社会福祉協議会
所 〒０１８ー４６１３ 北秋田市阿仁銀山字下新町４１番地１
先 Tel ８２−３２６２
Fax ６９−１８００
域 阿仁地区全域・森吉、根森田、小又、阿仁前田、五味堀および桂瀬
の大字地内

【お問い合わせ先】
★社会福祉法人

中部地域包括支援センター

先 社会福祉法人 秋田県民生協会
所 〒０１８ー４２１１ 北秋田市川井字才ノ神６１番地１３
先 Tel ６７−７１７７
Fax ６７−７１７８
域 合川地区全域・米内沢、本城および浦田の大字地内

北秋田市
委 託
住
連 絡
担当区

北部地域包括支援センター

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４月１日

第84号（８）

