
編集と発行／社会福祉法人秋田市社会福祉協議会   ホームページ http://www.akita-city-shakyo.jp
※この社協だよりのカラーと字体は、ユニバーサルデザインを採用しています。
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福祉一般、在宅介護、ボランティア活動などのご相談、ご意見を
秋田市社会福祉協議会へお気軽にお電話ください。

　私が担当することになっ

てから２号目の社協だより

となります。今回の発行に

あたり、何ヶ所か取材に行

かせていただきました。実

際に地域の活動を見る機会

が少なかったので、とても

参考になりました。高齢者

向けサロンや子育て出前講

話など、楽しい行事がたく

さんあります。百聞は一見

にしかず。まだ地域の行事

に参加したことがない方

も、今年は参加してみては

いかがでしょうか？　  泰
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サークルや地域での子育て支援に
ご活用下さい！貸出は無料です。

ウエイブ
バランス
平均台

ゆらりん
タワー

乳幼児用
紙芝居

大道芸人マッキーさんによる絵本の読み聞かせ。
いつもとはひと味違う‘パパ目線’のお話にお母さんも子どもたちも興味津々。
平成23年12月５日、八橋コミセンで開催した「のびのび子育て出前講話」のひとコマでした。
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　旧年中は本会へご支援ご協力をいた
だき誠にありがとうございました。
　さて、国勢調査の結果で秋田県は島根
県を抜いて高齢化率全国一になったと
報道がありました。このことが良いこと
なのか、悪いことなのか。そういう視点
ではなく、この状況の中でみんなが安心
して暮らしていくために「何をすべきか」
「何が必要なのか」を考えていくことが大
事ではないかと思います。
　私も地元で地域活動をしていますが、
地域で活躍している人のほとんどが高
齢者であるということが実情です。若い
人たちは、子育てや仕事でなかなか地域
活動への参加が少ない。たぶんこの状況
は全国どこでも同じと思います。このこ
とを考えると高齢者が多いということ

は、地域活動が活発になるという裏返し
ではないかとも思えます。
　しかし、残念ながら秋田市の地域活動
も人手不足が懸念されています。
　グローバル化（国際化、自由競争）して
いる日本ですが、日本の風習・習慣を守
ることも必要でないかと思います。「向
こう三軒両隣」という風習は、近所付き
合いは当然としてお互いが何かと助け
合ってきた良き習慣でした。そこには、
信頼と安心によって結ばれたコミュニ
ティーが存在しているのです。昨今の高
齢者の所在不明、未熟な親の幼児虐待、
要援護者の防災、孤独死など様々な問題
は近隣関係の希薄化の影響が大きく係
わっているのではないでしょうか。近隣
住民同士の見守り、助け合いの「お互い

さま精神」が今こそ重要な時代になって
いると思えてなりません。
　高齢社会が進行する中で「地域の絆」
「隣人とのつながり」を大切にする「向こ
う三軒両隣」という日本の風習・習慣を
次の世代へとつないでいくことが私た
ち高齢者の役目であり、普段からさりげ
なく見守り助け合う仕組みを秋田から
発進できれば、高齢化率全国一位の誇り
になるのではないかと感じています。
　自分が暮らしている地域を少しでも
安心して快適に過ごせるよう高齢者は
こんなに元気で頑張っていることを全
国に伝え、そして、自分が育った地域に
少しでも恩返しするという気持ちを次
の世代へつなげていきたいものです。

秋田市社会福祉協議会会長　　野口 良孝新年明けましておめでとうございます。

私が想うこと

２　市社協トピックス２０１１

３　秋田市社会福祉大会
　　除雪関係、教育支援資金貸付のご案内

４　会員募集・団体会員のご紹介
　　安心キットのご報告

５　地区社協トピックス
　　秋田市共同募金会インフォメーション

６　介護事業のご紹介
　　知っておきたい福祉情報 №４

７　まごころページ

８　貸出機器のご紹介、編集後記

新しいお
もちゃ
が

入りまし
た!

幼児が遊びやすい滑り止め加工の低床型平均台です。
パーツの組み合わせで円形や直線につなげて遊べ、バランス感覚も育ちます。
収納バックで持ち運びも便利です。

●対象年齢
　6ヶ月以上

●サイズ
　幅 12cm
　高さ 20cm
　奥行 13cm
　重さ 300g

●全8巻
　①たべたいな　たべたいな
　②のりものいっぱい
　③げんきにハイハイ
　④ママといっしょ
　⑤まねっこだいすき
　⑥みんなで　いない　いないばあ
　⑦なあに　なあに　なあに
　⑧にゃん　わん　ぶう

大きさの違うカラフルなリングを
順番にはめ込んでいくおもちゃです。
丸い底面がゆらゆら揺れて赤ちゃんの好奇心を刺激します。

乳幼児の見やすい柔らかい絵と
読み手の表情が伝わってきます。
お話の楽しさを知ることができる紙芝居です。

この社協だよりは、共同募金の配分金を一部活用し発行しております。

●対象年齢
　3才以上

●サイズ（1本につき）
　幅 65cm
　奥行 15cm
　高さ 10cm
　重さ 6.5kg（8ヶ組）

【問い合せ先】 秋田市社会福祉協議会　地域福祉課 電話 862-7445
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秋田市社会福祉大会 ～広げよう　命を守る　地域の絆～
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　平成23年7月29日太平山リゾート公園グラウンド・ゴルフ場に
おいて開催しました。これは、地域住民の健康づくり・生きがいづ
くりと介護予防を兼ねながら、地区社協の親睦と交流を図り、社協
活動への理解、協力を深めるために行っているものです。
　多数の協賛や秋田市グラウンド・ゴルフ協会の協力のもと行う
ことができました。

　この度の震災により被災された皆様に心からお見舞い申しあげますとと
もに、被災地の一日も早い復興と皆様が安心して暮らせることを心からお
祈り申しあげます。

◇職員の派遣等
   ア．岩手県大船渡市へ職員を派遣（7名延べ42日間） 
　　   ①3/24-29 ②3/29-4/3 ③4/11-8/16 ④6/2-7 
　　  ⑤6/30-7/5 ⑥8/5-8/10 ⑦9/30-10/5
   イ．市社会福祉協議会会長・市共同募金会会長による被災
　　 地調査への職員同行
　ウ．秋田市ボランティア連絡協議会による被災地調査
　　 への職員同行

◇被災者特例緊急小口資金の貸付
   平成23年10月31日までに 19件 3,000,000 円

◇流通の混乱等による物資の不足に伴い紙おむつ
の寄付を３月21日から受付。

　51件の寄贈を受け、被災地からの避難者等55件に配布。
　紙おむつと一緒に預かった他の支援物資は職員派遣時に
大船渡市へ持参したり被災地からの避難者に配布。

◇被災地から避難された方の受け入れボランティア
　ホームスティの登録 20件、空家・空室等の登録 75件。
入居の相談 32件
　平成23年10月31日までに（一軒家・アパート／無償）への
入居件数は11件

◇被災地でのボランティア活動に対する交通費補
助の受付業務

◇被災地において支援活動に従事するために天災
タイプボランティア保険に加入した方は平成
23年10月31日までに1,020人。

（4/22からは秋田市の承認を得て天災タイプボランティア
保険料の内245円を補助。）

◇県内に避難された方への支援ボランティアとし
て秋田市ボランティアセンターに登録された方
は、平成23年10月31日までに個人75名、11団
体・177名です。

（活動事例）
・県外からの避難者受入施設（避難所）で炊き出しや各種ボ
ランティア
・岩手県への支援物資の仕分けボランティアの受付業務
・支援物資の仕分け・配布
・避難所に設置する木製パーティションの製作
・避難者へ無償で提供された一軒家のお掃除ボランティア
・避難者引越のお手伝い
・秋田県内在住避難者家族交流会における駐車場整理・受
付・託児等

◇大型バスを借上して気仙沼市へボランティアを
派遣

◇秋田市への避難者に対して福祉機器（電動ベッ
ド・車イス）を貸出

　秋田県庁における支援物資の受付や仕分け・配布作業、秋田市に避難されて来た方のホームステイ受け入れや一軒家・
空き部屋の提供、行事への招待など、様々な支援活動に非常に多くのボランティアの方々のご協力をいただいたことに対
して、あらためて感謝申しあげます。
  秋田市社会福祉協議会では、今後も皆様と被災された方々への継続的な生活支援活動に取り組んでいきたいと考え
ております。

東日本大震災に関する市社協の主な活動

生き活きグラウンド・ゴルフ大会

○株式会社かんきょう ○第一石炭株式会社 ○株式会社フロム・エー ○株式会社河辺清掃社
○株式会社くまがい印刷 ○清三屋商事株式会社 ○株式会社アシスト秋田営業所 ○伊藤工業株式会社
○有限会社工藤平版印刷 ○澤田石晶税理士事務所 ○株式会社アキタ電子システムズ ○羽後設備株式会社
○株式会社ファイル・アキタ ○有限会社伊藤整備工場 ○オートショップ神居 ○有限会社金圓
○株式会社雄和振興公社 ○株式会社小田島アクティ ○株式会社とみや秋田営業所 ○有限会社池田看板
○有限会社県庁食堂 ○株式会社トヨタレンタリース秋田 ○リコージャパン株式会社東北営業本部秋田支社
○東北労働金庫秋田支店 ○秋田銀行秋田市役所支店 ○日立キャピタル株式会社東北法人支店

参加者61チーム（304名）、協賛企業（順不同、敬称略）

市社協トピックス2011 TOPICS

作家　西木 正明 氏

日本笑い学会東北支部秋田県人会
南々亭 骨太 氏

■ 平成23年10月26日（水）
■ 秋田市文化会館 大ホール
　 参加者800名

【講演】世界の被災地、
難民キャンプを歩いて

【アトラクション】クリニック漫談

宮野チタ子・協和石油株式会社
◆本会の運営・改善・向上に特に功績のあった方

住吉洋子

◆長年にわたり民生委員・児童委員として
　　　　　　                   　　　　地域福祉活動に尽力された方

渡辺　京・鳥海　定・中谷久左衛門・船澤久一・大塚隆一・大里茂昭
石澤千秋・鈴木恭治・佐藤眞知子・加藤晶子・村田カヨ・細井常子
田口實・嵯峨福雄・石塚恵美子・川辺兼次郎・加賀屋昇

◆長年地区社会福祉協議会役員として
　　　　　　　       　　　　社会福祉事業の推進に貢献された方

鎌田佐智子・今野志美子・佐々木幸子・相原彰子・安藤美保子・渡辺静
佐々木正次・佐藤義孝・小林幸子・安田智子・関谷和子・遠藤欽一

◆地区社会福祉協議会活動、地域福祉活動に長年尽力された方

　ボランティア行事用保険の掛け金を補助
します！
　秋田市ボランティアセンターでは、町内
会における除雪活動の際に、ボランティア
行事用保険の掛金を１町内につき年度内１
回限り３０人まで全額補助します。
　なお、希望する町内会は、活動日が平日の
場合は２日前までに、また土日の場合は木
曜日午前中までにお申し込みください。

武藤新悦・旭町二区婦人部
秋田管工事業協同組合青年部協議会

◆地域でのボランティア活動に長年尽力された方

青山衛・齋藤金市・長坂カツエ・鈴木昭子
◆長年にわたり家庭においてご家族の介護に尽くされた方

［対象］
●低所得世帯で年収が低いため他の金融機関（銀行、日本政策金融公庫等）
　から借り入れが困難である方
●奨学金制度に該当しない方
※母子世帯の方は市子ども総務課の母子寡婦福祉資金が優先となります。

［申請の場合、下記の書類が必要です。］
①合格（入学）証明書、在学中は在学証明書
②借入する金額がわかる書類等（学校に係る経費が記載されたもの）

［申請について］
●連帯借受人が１名必要です。（収入のある世帯主）

平成23年度社会福祉功労者
（敬称略・順不同）

感謝状

表彰

高校・大学等入学の子どもさんの
春を応援します！

秋田市社会福祉協議会では次のような世帯を対象とした
高校・短大・大学等の入学時の

教育支援資金の貸付窓口業務を行っています。

除雪活動を行う
町内会に

　個人・団体（企業）・学校などで除雪ボラン
ティアに参加してくださる方は、秋田市ボ
ランティアセンターまでご連絡ください。

◆お問合せは
　秋田市ボランティアセンター  
　電話 862-9774

除雪ボランティアを
募集します！

教育支援資金貸付のご案内

◆ご相談・お申し込みは
　秋田市社会福祉協議会　生活福祉資金担当 電話 862-7445
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　平成23年7月29日太平山リゾート公園グラウンド・ゴルフ場に
おいて開催しました。これは、地域住民の健康づくり・生きがいづ
くりと介護予防を兼ねながら、地区社協の親睦と交流を図り、社協
活動への理解、協力を深めるために行っているものです。
　多数の協賛や秋田市グラウンド・ゴルフ協会の協力のもと行う
ことができました。

　この度の震災により被災された皆様に心からお見舞い申しあげますとと
もに、被災地の一日も早い復興と皆様が安心して暮らせることを心からお
祈り申しあげます。

◇職員の派遣等
   ア．岩手県大船渡市へ職員を派遣（7名延べ42日間） 
　　   ①3/24-29 ②3/29-4/3 ③4/11-8/16 ④6/2-7 
　　  ⑤6/30-7/5 ⑥8/5-8/10 ⑦9/30-10/5
   イ．市社会福祉協議会会長・市共同募金会会長による被災
　　 地調査への職員同行
　ウ．秋田市ボランティア連絡協議会による被災地調査
　　 への職員同行

◇被災者特例緊急小口資金の貸付
   平成23年10月31日までに 19件 3,000,000 円

◇流通の混乱等による物資の不足に伴い紙おむつ
の寄付を３月21日から受付。

　51件の寄贈を受け、被災地からの避難者等55件に配布。
　紙おむつと一緒に預かった他の支援物資は職員派遣時に
大船渡市へ持参したり被災地からの避難者に配布。

◇被災地から避難された方の受け入れボランティア
　ホームスティの登録 20件、空家・空室等の登録 75件。
入居の相談 32件
　平成23年10月31日までに（一軒家・アパート／無償）への
入居件数は11件

◇被災地でのボランティア活動に対する交通費補
助の受付業務

◇被災地において支援活動に従事するために天災
タイプボランティア保険に加入した方は平成
23年10月31日までに1,020人。

（4/22からは秋田市の承認を得て天災タイプボランティア
保険料の内245円を補助。）

◇県内に避難された方への支援ボランティアとし
て秋田市ボランティアセンターに登録された方
は、平成23年10月31日までに個人75名、11団
体・177名です。

（活動事例）
・県外からの避難者受入施設（避難所）で炊き出しや各種ボ
ランティア
・岩手県への支援物資の仕分けボランティアの受付業務
・支援物資の仕分け・配布
・避難所に設置する木製パーティションの製作
・避難者へ無償で提供された一軒家のお掃除ボランティア
・避難者引越のお手伝い
・秋田県内在住避難者家族交流会における駐車場整理・受
付・託児等
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作家　西木 正明 氏
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南々亭 骨太 氏
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表彰
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町内会に

　個人・団体（企業）・学校などで除雪ボラン
ティアに参加してくださる方は、秋田市ボ
ランティアセンターまでご連絡ください。

◆お問合せは
　秋田市ボランティアセンター  
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除雪ボランティアを
募集します！

教育支援資金貸付のご案内
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秋田市共同募金会からのおしらせ

市社協だより No.5404 市社協だより No.54 05

  秋田市社会福祉協議会では「誰もが安心して暮らせる
まちづくりをみんなの手で」を基本方針として、市民の
皆様の福祉の充実のため活動しております。
　つきましては、本会の活動や事業にご賛同いただける
特別会員・団体会員を募集しておりますので、何とぞご
協力いただきたくお願い申しあげます。 
　なお、いただいた会費につきましては、地域福祉を推
進するための様々な活動に役立てさせていただきます。

平成23年11月1日現在、31社よりご協力いただいております。なお、社名掲載についてはご承認いただい
た企業・法人のみを掲載させていただきました。

安心キット事業とは？

安心キットを備えておくと…

広がっています！安心キット 救急医療情報キット（安心キット）事業

平成24年3月31日（土）までの平日　
午前8時30分～午後5時15分

受付期間
・時間

秋田市共同募金会（秋田市社会福祉協議会内）
秋田市八橋南一丁目８－２　　
Tel.018-862-7445

受付場所

市社協特別会員・団体会員を募集しています

秋田市社会福祉協議会団体会員（企業・法人）として、
地域福祉を応援していただいている皆様をご紹介いたします。企業・法人の団体会員（順不同、敬称略）

【お申込み・お問い合わせ先】
秋田市社会福祉協議会　総務管理課 電話862-7445

会員の区分

特別会員 個人

社会福祉事業施設、団体

企業・法人

 1口 1,000円

 1口 2,000円

 1口 10,000円
団体会員

会費（年額）

株式会社 かんきょう
秋田県石油商業協同組合
株式会社 フロム・エー
協和物産
(有)秋田三京
株式会社 くまがい印刷
清三屋商事株式会社
有限会社 工藤平版印刷
株式会社 アキタ電子システムズ
秋田トンボ株式会社
株式会社 高尾自動車整備工場

(有)金圓
株式会社 雄和振興公社
株式会社 菅生商店
第一石炭株式会社
秋田印刷製本株式会社
株式会社 河辺清掃社
秋田マシンサービス株式会社
㈱アシスト秋田営業所
伊藤工業株式会社
澤田石晶税理士事務所

株式会社 ファイル・アキタ
有限会社 伊藤整備工場
オートショップ神居
株式会社 小田島アクティ
株式会社 とみや秋田営業所
(有)池田看板
有限会社 県庁食堂
株式会社 みどり光学社

　あらかじめ「かかりつけ医」や「持病」などの医療情
報を専用の容器に入れ、冷蔵庫に保管しておくこと
で、自宅で具合が悪くなり救急車を呼ぶなど「もしも
…」のときに、その情報を救急医療に活かします。
　そのために専用の保管容器、医療情報などを記載
する安心カード、キット設置の目印となるステッ
カーを無料で配布しています。

　ご本人が直接伝えることができなくても、救急隊
員が安心キットの情報を確認することで、適切で迅
速な対応ができること、また緊急連絡先の把握によ
り身内などのいち早い協力が得られます。

安心キット 8,000本　配布
　安心キットは、お住まいの地域の地区社会福祉協議会が窓口となり町内会や民生委員などを通じて対象者へ
配布しています。いま秋田市内のほとんどの地区で実施しており、事業を開始した昨年10月から累計で約
8,000本を各地区へ配布しました。

どんな人が対象？
次の項目に該当する方で、希望する方が対象です。
（１）75歳以上の一人暮らしの方
（２）80歳以上の方だけの世帯
（３）その他　設置が必要と認められる世帯

救急隊員が
安心キットから
医療情報を確認

地区社協
トピックス

上北手地区社協

へばなぁ～サロン

大住地区社協

地域で支える子育て『基本は食育』

　上北手地区では、70歳以上の一人暮らしの方およ
び75歳以上の方々を対象に毎年10回程度「へばなぁ
～サロン」を開催しています。
　今年６回目となる11月24日は、「昔話を聞く会」が
開催されました。秋田弁での面白おかしい話に約30名
の参加者は大いに楽しんでいる様子でした。また、後
半は交通安全教室を行い、道路を渡るときの注意事項
や振り込め詐欺の手口などについて学習しました。
　この「へばなぁ～サロン」は様々な講話の他、軽ス
ポーツとして、地域センターを会場にフロアカーリ
ング、シルバーエリアを会場にグラウンドゴルフな
ども行われます。年会費は500円で、地域の民生委員
や福祉協力員へ申し込みすることになっています。

　大住地区社協では12月2日、子育ての一助として
「子育て支援講座」を開催しました。当日は、大住小学
校１・２年生の保護者、学校関係者、地区民児協主任
児童委員、地区社協福祉支援研修グループ等、約60名
が参加し、昨年に引き続き県栄養士会地域活動協議
会の佐々木三津子管理栄養士による「運動と食事」に
ついて、講話を聴講。ファーストフードを好む子ども
が多い現代、栄養過多による肥満症や高脂血症など
が増えている現在において、適切な栄養バランスを
学童期から生活習慣として捉えていくことが大切で
あることを参加者一同認識を深めた様子でした。

　平成23年度募金活動に多大なお力添えをいただいた、市内各地区共同募金会、町内会、学校、事業所、各
種団体の皆様にあらためて心からお礼を申しあげます。なお、募金の金額については現在集計中ですので、
次号にてお知らせします。

　１０月１日～３日に、秋田駅ぽぽろーどにて街頭募金を行いました。
多くの皆様からご協力いただき大変ありがとうございました。皆様から
いただいた寄付金は、地域福祉活動事業や、福祉施設の整備などに活用
させていただきます。

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました！！

●赤い羽根共同募金

●街頭募金

　東日本大震災の義援金の受付期間が延長と
なりました。引き続きご協力お願いいたします。
　義援金は秋田県共同募金会を通じて
被災された各県へ配分されます。

●東日本大震災義援金
平成23年11月30日現在

合計25,420,740円

 ▲街頭募金の様子

【問い合わせ先】 秋田市社会福祉協議会　Tel.862-7445

秋田市共同募金会　会長　藤　澤　　　浩

日立キャピタルオートリース㈱東北支店 盛岡営業所

食生活について学ぶ参加者（大住小学校）昔話に聞き入る参加者（上北手地域センター）
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【問い合わせ先】 秋田市社会福祉協議会　Tel.862-7445
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日立キャピタルオートリース㈱東北支店 盛岡営業所

食生活について学ぶ参加者（大住小学校）昔話に聞き入る参加者（上北手地域センター）



送付先

市社協だより No.5406 市社協だより No.54 07

　居宅を訪問し、高齢者を対象に、入浴、排泄、食事などの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を行います。利
用者負担金は次のとおりです。

※早朝、夜間、深夜などは加算あり。　※金額は平成24年4月に改正予定です。  
※障がい者などへのサービスも行いますので、利用料等詳しい問い合わせは当会へご連絡ください。

［本会問い合わせ先］　

秋田市社協・ホームヘルパー事業所 電話862-7929（登録ヘルパーさんを随時募集しています。）

［本会問い合わせ先］　

秋田市社協・訪問入浴事業所 電話862-8831
最寄りのケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。

■ハガキ・封書　〒010-0976　秋田市八橋南一丁目8-2　秋田市社会福祉協議会　地域福祉課
■FAX　　　　 863-6068
■メールアドレス　akc@akita-city-shakyo.jp

［お問い合わせ先］　秋田市地域包括支援センター 電話 862-8114

高齢者軽度生活援助事業 雪寄せ作業

秋
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ス
を

ご
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！

「高齢者への介護サービス」あれこれ

「皆様の声」をお寄せください。

「ホームヘルパー」の利用者負担金ってどのくらい （ホームヘルパー事業所）

　自宅ベッドのすぐ隣に、浴槽を持ち込み、入浴車タンクからホースでお湯を浴槽へ引き込み、入浴介助、更衣、
ベッドメーキングをします。（タオル、シャンプー等本会準備）

※看護師が必ずご本人の健康チェックをします。また介護者からの相談や
健康チェックにも応じています。          
※胃ろうチューブ、気管切開、点滴、人口呼吸器、膀胱バルーン利用の方や、
　床ずれの方も利用できます。
※定期的に全身入浴をすることで、介護者の負担は大きく軽減されます。
※障がい者の方も利用することができます。

「訪問入浴」の利用者負担ってどのくらい？ （訪問入浴事業所）

要介護１～５の方 要支援１、２の方

身体介護中心
食事、入浴、排泄の
お世話や通院介助等

生活援助中心
掃除、洗濯、買い物、
調理等

１回の利用者負担

1時間未満

 

402円

 

なし

１回の利用者負担

1時間未満

1時間30分未満

 

229円

291円

１カ月あたりのめやす
週１回程度利用
週２回程度利用

 
1,234円
2,468円

利用１回につき

◎要支援１・２の方

◎要介護１～５の方

 

854円

1,250円

1週間に２回まで    

1日1回1時間30分未満

　1時間未満

　1時間30分未満
※身体介護・生活援助の
　区分はありません。

 

229円

291円

介護保険の認定のある方 要介護・要支援状態に
該当しない65歳以上の
一人暮らしの方などで
援助が必要な方

対 象 者　おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯の方で、日常生活上
の援助が必要な方（要介護認定の有無に関わらず利用可能）
内　　容　玄関先から道路に出るまでの通路の確保
（内容によっては、ご希望に添えない場合もありますのでお問い合わせ下さい。）
利用回数　１週間に１回１時間以内
利用料金　１回300円（生活保護を受給している方または中国残留邦人等は無料です）
申し込み　★事前に申し込みが必要です。
最寄りの地域包括支援センターまたは在宅介護支援センターへ

　秋田県は2010年ついに高齢化率全国一位となり、また確実に少子化も進んでおります。
　高齢の方、障がいのある方、また子育て中のお母さんたち等で、「こんな工夫や配慮があったら買い物しやすいのにな～っ」
などのお声がありましたら、下記までお寄せください。今後の地域福祉活動の参考にさせていただきます。

地区へのまごころ（香典返し）

（篤志寄付） （物品寄付）

中 通 地 区
保戸野地区
旭 北 地 区

築 山 地 区
茨 島 地 区
川 尻 地 区

牛 島 地 区
旭 川 地 区

藤山和彦・小浜京子
草彅玲子
桜井謙一・常盤誠子・池田英実
小原陽子
清治悟・鈴木夏代
新山慶子
窪目清悦・細谷幹夫・佐々木諭
杉田康子・田口勅子・佐藤憲一郎
町田重道
佐藤専次郎
澤田靖

香典返し

物品寄付

佐々木弘栄・町田重道

あしの会・工藤キヨエ・
東北六県北海道計量協会連合会・
秋田市母子寡婦福祉連合会・
北日本コンピューターサービス（株）東北支社・
秋田電気同友会

篤志寄付 恵たまえ・瀾の会・宮野チタ子・
ウェスターまつり実行委員会・
茨島地区社会福祉協議会・桜雅会・
下新城岩城老人クラブ・藤田トメヱ・
秋田市連合婦人会・秋田へいあん会・
日本編物検定協会秋田支部・
日韓交流福祉慈善歌謡祭実行委員会・
真如苑秋田支部・日蓮宗秋田県青年会

八 橋 地 区
将軍野地区
新屋勝平地区
下新城地区
下 浜 地 区
仁井田地区
雄 和 地 区

阿部キミ
小笠原米吉・櫻田仁
佐々木善雄
赤上国道・宇佐美保治・三浦サユリ
佐々木徹・山岡誠一・今野一師
熊谷ヨシ
今川清宣・皆川勝・渡辺雄孝・大友功
酒井綾・種村昌大・加藤元久・加藤渉
金忠高・那須誠子・嘉藤進・斉藤幸一
吉田政則・長谷部克彦・桜田一彦
今野悟・神田一雄・加藤文夫

写真（左上）あしの会様より、車いすをいただきました。大切に
使わせていただきます。
写真（右上）（株）桜竹様より、秋田市内12地区へ車いすを寄付し
ていただきました。
写真（右下）秋田へいあん会様より、寄付金をいただきました。
市社協の様々な事業に使わせていただきます。

旭 北 地 区 保士ダンススタジオ 1 2 地 区 株式会社 桜竹

市社協へのまごころ

平成23年6月1日～平成23年10月31日

（平成23年7月6日～平成23年12月8日）

知っておき
たい

福祉情報
No.4

※申し込みいただいてから利用できるまでに約１～２週間かかります。
※降雪量が多くなると依頼が集中するため、援助員が利用者の希望通りに行けない場合があります。
※河辺・雄和地区では援助員が少ないため、行けない地区があります。事前にシルバー人材センター
（Tel.863-5900）にお尋ねください。※同一敷地内に65歳未満の親族がいる場合は対象外になります。

 
4,010円

上記の回数を超える利用は
要支援2のみ
１カ月
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編集と発行／社会福祉法人秋田市社会福祉協議会   ホームページ http://www.akita-city-shakyo.jp
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サークルや地域での子育て支援に
ご活用下さい！貸出は無料です。

ウエイブ
バランス
平均台

ゆらりん
タワー

乳幼児用
紙芝居

大道芸人マッキーさんによる絵本の読み聞かせ。
いつもとはひと味違う‘パパ目線’のお話にお母さんも子どもたちも興味津々。
平成23年12月５日、八橋コミセンで開催した「のびのび子育て出前講話」のひとコマでした。

社協だより社協だより
秋田市

54No.
平成24年１月

　旧年中は本会へご支援ご協力をいた
だき誠にありがとうございました。
　さて、国勢調査の結果で秋田県は島根
県を抜いて高齢化率全国一になったと
報道がありました。このことが良いこと
なのか、悪いことなのか。そういう視点
ではなく、この状況の中でみんなが安心
して暮らしていくために「何をすべきか」
「何が必要なのか」を考えていくことが大
事ではないかと思います。
　私も地元で地域活動をしていますが、
地域で活躍している人のほとんどが高
齢者であるということが実情です。若い
人たちは、子育てや仕事でなかなか地域
活動への参加が少ない。たぶんこの状況
は全国どこでも同じと思います。このこ
とを考えると高齢者が多いということ

は、地域活動が活発になるという裏返し
ではないかとも思えます。
　しかし、残念ながら秋田市の地域活動
も人手不足が懸念されています。
　グローバル化（国際化、自由競争）して
いる日本ですが、日本の風習・習慣を守
ることも必要でないかと思います。「向
こう三軒両隣」という風習は、近所付き
合いは当然としてお互いが何かと助け
合ってきた良き習慣でした。そこには、
信頼と安心によって結ばれたコミュニ
ティーが存在しているのです。昨今の高
齢者の所在不明、未熟な親の幼児虐待、
要援護者の防災、孤独死など様々な問題
は近隣関係の希薄化の影響が大きく係
わっているのではないでしょうか。近隣
住民同士の見守り、助け合いの「お互い

さま精神」が今こそ重要な時代になって
いると思えてなりません。
　高齢社会が進行する中で「地域の絆」
「隣人とのつながり」を大切にする「向こ
う三軒両隣」という日本の風習・習慣を
次の世代へとつないでいくことが私た
ち高齢者の役目であり、普段からさりげ
なく見守り助け合う仕組みを秋田から
発進できれば、高齢化率全国一位の誇り
になるのではないかと感じています。
　自分が暮らしている地域を少しでも
安心して快適に過ごせるよう高齢者は
こんなに元気で頑張っていることを全
国に伝え、そして、自分が育った地域に
少しでも恩返しするという気持ちを次
の世代へつなげていきたいものです。

秋田市社会福祉協議会会長　　野口 良孝新年明けましておめでとうございます。

私が想うこと

２　市社協トピックス２０１１

３　秋田市社会福祉大会
　　除雪関係、教育支援資金貸付のご案内

４　会員募集・団体会員のご紹介
　　安心キットのご報告

５　地区社協トピックス
　　秋田市共同募金会インフォメーション

６　介護事業のご紹介
　　知っておきたい福祉情報 №４

７　まごころページ

８　貸出機器のご紹介、編集後記

新しいお
もちゃ
が

入りまし
た!

幼児が遊びやすい滑り止め加工の低床型平均台です。
パーツの組み合わせで円形や直線につなげて遊べ、バランス感覚も育ちます。
収納バックで持ち運びも便利です。

●対象年齢
　6ヶ月以上

●サイズ
　幅 12cm
　高さ 20cm
　奥行 13cm
　重さ 300g

●全8巻
　①たべたいな　たべたいな
　②のりものいっぱい
　③げんきにハイハイ
　④ママといっしょ
　⑤まねっこだいすき
　⑥みんなで　いない　いないばあ
　⑦なあに　なあに　なあに
　⑧にゃん　わん　ぶう

大きさの違うカラフルなリングを
順番にはめ込んでいくおもちゃです。
丸い底面がゆらゆら揺れて赤ちゃんの好奇心を刺激します。

乳幼児の見やすい柔らかい絵と
読み手の表情が伝わってきます。
お話の楽しさを知ることができる紙芝居です。

この社協だよりは、共同募金の配分金を一部活用し発行しております。

●対象年齢
　3才以上

●サイズ（1本につき）
　幅 65cm
　奥行 15cm
　高さ 10cm
　重さ 6.5kg（8ヶ組）

【問い合せ先】 秋田市社会福祉協議会　地域福祉課 電話 862-7445


