60
令和３年３月

大館市池内字大出135番地
TEL0186-42-8101 FAX0186-42-8104
ホームページアドレス http://www.oodate-shakyo.or.jp/

大館除雪ボランティア“ハチ公スノーレンジャー”
たくさんの方にご協力いただき、出動しています！

大館市役所

北秋田地域振興局

矢立育成園

泉町地域ふくしセンター

特別養護老人ホーム 水交苑

大館市消防本部

特別養護老人ホーム 長慶荘

大館国際情報学院高等学校硬式野球部

比内ふくし会

秋田県立大館鳳鳴高等学校野球部

丸山建設株式会社

あきた北農業協同組合

東光グループ

白沢通園センター

母子生活支援施設白百合ホーム

ハチ公スノーレンジャーは、施 設 や 企 業 、学 校 、個 人 などのボランティアの 方 々
により結 成している組織です。今シーズンは降雪量が多いため、たくさんの依頼が
あり、多くの方にご協力いただいて出動しております。ご協力いただいている皆様
には心より感謝申し上げます。
「大館市社協だより」は、社協会費により福祉意識啓発事業の一環として作成しております。
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フードバンク事業より
フードバンクとは…まだ安全に食べられるのに、様々な理由で処分されてしまう食料を、
必要としている人や施設に届ける活動です。大館市では、平成28年にコープ東北フード
バンク東北と協定を締結し、事業を継続してきました。
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地域福祉係 ☎42-8101
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大館市福祉員『地区会長研修会』を開催しました
２月19日、上川沿公民館にて福祉員の各地区会長が集まり、研修会を行いました。今年度
は、大館市教育委員会から高橋善之教育長にお越しいただき、
「教育と福祉」と題して講演をしていただきました。全国的にも
注目されている「大館ふるさとキャリア教育」について具体的に
知ることができ、大変貴重な機会となりました。福祉員は各町内
の福祉活動の中心的な存在として活動しています。子どもたちが
地域活動に積極的に参加できるよう、今後も連携をさせていただ
きながら応援していきたいと思います。
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はやぐち児童館では、毎年行っているブ
ンブンゴマの制作を行いました。まずは一
人ひとりが自分の好きな絵を描いたオリジ
ナルのコマを作り、完成したコマをくるく
る回して引っ張ると
ブンブン勢いよく回
ります。みんなでワ
イワイ楽しく遊びま
した。

西館児童館では、今年もまめまき会を行い
ました。職員が扮する赤鬼、青鬼と福の神が
登場して、賑やかに豆をまき、悪い鬼を追い
払いました。子どもたちは自分の中にいる嫌
な鬼を描き、
最後にみんな
で記念撮影を
行いました。
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２月10日に上川沿小学校にて、車いす・アイ
マスク・障がい者疑似体
験セットを使用して体験
学習が行われました。障
がいを持つ方に対して自
分たちに何ができるかを
考えながら、たくさんの
ことに気づいてもらうこ
とができました。

デイサービスでも恒例の豆まきが行われまし
た。こちらは利用者のみなさんも喜んで鬼に扮
してくださり、笑
い声が響く楽しい
ひと時となりまし
た。
今年も一年、み
なさん健康で過ご
せますように！

共同募金配分金を受けた団体の紹介
ふれあいカフェ上代野
社会福祉協議会の「地域支え合い勉強会」に何度か参加させて
いただき、特にふれあいの居場所をつくる意味について知り、感
動し、町内会に持ち帰って早速行動を起こすことになりました。
平成31年４月に立ち上げ、毎月開催しております。生活支援コー
ディネーターにも関わってもらい、赤い羽根共同募金からの助成金で必要器具を購入することが
でき、大変ありがたく感謝しております。今後とも、気軽に参加できるようなカフェにしていく
ため、努力してまいります。
ふれあいカフェ上代野 代表 薮 田 金 光
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まごころページ
（令和２年12月５日〜令和３年２月15日現在）
皆様からいただきましたご寄付は、
福祉員活動事業の他、
社会福祉事業に役立てられています。
ご協力に感謝申し上げます。

金銭寄附
金銭寄附
金銭
寄附

物品寄附
・大館市赤十字奉仕団大館分団 分団長 工藤 則子
………………………………………介護用タオル 200枚

・大館ライオンズクラブ 会長 木次谷 久弥
………………………………………………古切手 １袋

・有浦ミロクセンター …………お菓子、ペットボトルキャップ
・ライジング大館 ………………………………………お菓子
・大館市子どもサミット
……消毒液 96本、個包装使い捨てマスク
（50枚入）
８箱
・田代地区小中学校児童会・生徒会 …………車いす２台
・株式会社ユアテック大館営業所 …………非常食432食

・工藤 秀雄（中谷地） …………………………100,000円
・あきぎん一日会 会長 鈴木 泚士 …………100,000円
・ＥＳＰ大館友の会 阿部 伸子 …………………21,072円
・大館仏教会 ………………………………………30,000円

香典返し
香典返し
香典
返し
・関口 徳彦
……………………………………20,000円
・故 山口 富治

※金額・物品名が空欄の方は氏名のみの掲載です。
（敬称略）
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大館市赤十字奉仕団大館分団

あきぎん一日会

被災地（熊本県人吉市）と大館市
にいただきました

株式会社ユアテック大館営業所

大館市子どもサミット

20年間、
続けていただいている
活動です

田代地区小中学校児童会・生徒会

ひきこもりに関する

ひきこもり相談室からのお知らせ

出張相談と交流会も毎月開催中です！

相談室では、様々な事情により社会参加が難しい状況
となっている方々とそのご家族の相談をお受けしており
ます。ご家族からの相談も多くなっています。それぞれ
の方のご事情に合わせて対応いたしますので、ぜひ一度
ご相談ください。
電話番号

０１８６-４３-１１５５

受付時間

１０：００~１６：００（土・日・祝日を除く）

…ご家族だけでも是非いらしてください…
開催場所・時間

大館市立中央公民館
◇相 談…第１研修室
13：30 〜 16：00

申込み不要
入退室自由
秘密厳守
参加無料です

◇交流会…第２研修室
14：00 〜 16：00

※今後の予定：3月17日（水）、4月14日（水）、5月12日（水）

令和３年度のボランティア活動保険の加入について
ボランティア活動中に、
「けがをした」
「けがをさせてしまった」
「物を壊した」な
ど、
万一の事故に備えるため、
ボランティア活動を行う際には事前にボランティ
ア活動保険に加入することをお勧めします。詳しくは、
お問い合わせください。

令和３年度共同募金配分金助成事業の公募について
共同募金会では、
地域福祉活動を行う団体を対象として、
助成事業を行って
います。令和3年度も助成金を活用したい団体を公募します。詳しくは、
次号（令
和3年5月号）の社協だよりに掲載予定です。
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問い合わせ

地域福祉係

☎４２−８１０１
問い合わせ

総務会計係

☎４２−８１０１

