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新年のごあいさつ

　市民の皆様には、日頃より大館市社会福祉協議会の様々な活動に多大のお力
添えをいただきまして、心より厚く御礼申し上げます。

　さて、新型コロナウイルスの猛威は未だ衰えず、経済や市民活動に多大な影響を及ぼしています。
大館市社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核機関として、このコロナ禍においても生活困窮者へ
の対応や、これまで地域の皆様と育んできた人と人とのつながりが途絶えないよう、役職員一丸となって
各種事業の継続に取り組んでいるところです。昨年は、困っている方々に支援したいと自ら申し出てくだ
さる団体等もあり、改めて人々がつながり助け合って生きていくことの尊さを知ることとなりました。本年も
大変な状況が続くと思われますが、皆様にとって希望を持ち続けられる一年となりますよう心より祈念して
おります。また、本年も皆様方のご支援、ご協力をお願い申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

社会福祉法人　大館市社会福祉協議会　 会　長 　宮　原　文　彌

「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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あきた北農業協同組合
秋田銀行大館支店
秋田銀行大館駅前支店
秋田銀行大館西支店
北都銀行大館支店
秋田県信用組合大館支店
秋田県信用組合大館駅前支店
秋田県信用組合比内支店
大館郵便局
株式会社伊徳
丸山建設株式会社
大館市消防本部
東北電力株式会社県北営業所
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東北電力ネットワーク株式会社大館電力センター
東光グループ
大館中央ロータリークラブ
エヌピーエス株式会社
株式会社フレックス
大館市役所
道目木更生園
泉町地域ふくしセンター
軽井沢福祉園
特別養護老人ホーム神山荘
特別養護老人ホーム長慶荘
特別養護老人ホーム大館南ガーデン
白沢通園センター

矢立育成園
特別養護老人ホーム水交苑
比内ふくし会
大館市社会福祉事業団
母子生活支援施設白百合ホーム
秋田県北秋田地域振興局
秋田県立大館桂桜高等学校（野球部）
秋田県立大館桂桜高等学校（柔道部）
秋田県立大館鳳鳴高等学校野球部
秋田県立大館鳳鳴高等学校（定時制）
大館国際情報学院高等学校硬式野球部
秋田職業能力開発短期大学校
有浦町内会

団　　体　　名№ 団　　体　　名№ 団　　体　　名№

今年度も、大館除雪ボランティア『ハチ公スノーレンジャー』の活動を実施しています！
令和２年度 協力団体一覧 （順不同）

…協力してくださる方は、随時募集しております…

大館市社会福祉功労者等表彰式大館市社会福祉功労者等表彰式令和2年度

　例年であれば、大館市社会福祉大会にて表彰式を開催しておりましたが、昨年は新型コロナウイルスの影響

により大会を中止し、令和２年１２月１日（火）に大館市立中央公民館にて表彰式典のみを執り行いました。

　表彰式では、宮原会長より「受賞された皆様は長年にわたり地域福祉の向上に多大な貢献を果たしてこら

れました。これからも健康に留意され、ご活躍いただきたい。」とあいさつがありました。

表彰の様子 

大館市社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）
◆現在福祉員の職にあって、在任期間が通算１０年以上の方【２１名】 
　富樫　康雄 ・ 瀧　　　等 ・ 櫻庭　哲子 ・ 松橋　リツ ・ 中山　みや ・ 石戸銀二郎
　齋藤　尚子 ・ 山内　祥子 ・ 石田　正友 ・ 石田　京子 ・ 佐藤　兵弥 ・ 長崎　芳治
　佐藤　トシ ・ 中野鐵太郎 ・ 杉澤　勝蔵 ・ 佐藤　優子 ・ 髙松　順子 ・ 武藤　定昭
　佐藤　智子 ・ 荒川　邦隆 ・ 髙田美椰子

◆社会福祉活動が特に功績著明な団体【１団体】 
　社会福祉法人　水交苑 

◆大館市社会福祉協議会会長が特に必要と認めた個人【４名】 
 （長年福祉員の職にあって、令和２年３月31日に退任した方） 
　山城　久和 ・ 田中　富子 ・ 工藤タイ子 ・ 花田　清一

大館市社会福祉協議会会長感謝状（順不同・敬称略）
◆社会福祉協議会に対し、１０万円以上の金品の寄贈を行った個人並びに団体【５名６団体】 
　工藤　秀雄 ・ 大館地区あきぎん会  会長  鈴木　泚士 ・ 中嶋龍成後援会  会長  桑名　秀明
　本田　道久 ・ 三浦　義男 ・ 工藤　　一 ・ 奈良　康教 ・ 大館商工会議所青年部  会長  岸野　正寿
　一般社団法人大館青年会議所  理事長  土舘　一弘 ・ 北日本コンピューターサービス株式会社
　一般社団法人生命保険協会秋田県協会  会長  村上　和也
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　今年度、大館市が進めている「大館市地域福祉
計画」の策定に合わせ、住民主体の地域福祉活動
を推進するための行動計画となる「大館市地域
福祉活動計画」を策定する
こととなりました。
地域の組織や団体から11名
の方々に委員となっていた
だき、策定を進めています。

　各地区や町内における現状を知り、今後の地域づ
くりについて考える勉強会を行っています。各地区
の生活支援コーディネーターと連携して実施します。

　上川沿公民館にて第１層（市全域担当）、第２層
（一中学区・下川沿地区担当）の支え合い推進会
議をそれぞれ行いました。

　※フードドライブとは家庭等の余剰食品を集め、必要としている方へ届ける活動です
　社協で行っているフードバンク事業では、必要としている方へ食糧支援を行っていますが、現在在庫が不足し、
必要な方々へ支援が届きにくい状況となっています。上川沿出張所窓口脇に回収BOXを設置しておりますので、
ぜひご協力ください。必要な方へは面談の上、お渡しします。

　11月６日、中央公民館にて大館市福祉員大会
が行われました。規模を縮小し、地区会長と副会
長32名が出席しました。長年福祉員活動を続けら
れた方々に感謝状が贈ら
れた他、コロナ禍におけ
る福祉員活動について、
実践例の紹介等を行いま
した。

地区や町内での

規模を縮小して

　９月と10月に大館市総合福祉センターにて、
ボランティアを希望してくださっている方々と
生活支援コーディネーター、
地域包括支援センターとで
話し合いを行いました。活
動時に着用するビブスを寄
附してくださる方を募集し
ています｡

＜必要な食品＞賞味期限が１ヶ月以上残っているもの、米、缶詰、レトルト食品など常温保存可能なもの
※受付できないもの※　開封済、生もの、冷凍食品　　 地域福祉係　☎42-8101

★フードバンク事業から★　

注目！注目！注目！

　コロナ対策を行った上で、各地区にて福祉員
の研修会が行われています。比内地区では、御坂
町の町内会長である越前
さんを講師に迎え、町内
の体制づくりや取り組み
について紹介していただ
きました。

矢立公民館 東館地区 炭谷町内会館 第１層会議の様子

比内地区福祉員研修会▶

第２層会議の様子

　11月21日に二井田公民館にて今年度初となる
『さわやかサポーター養成研修会』を開催しまし
た。今年度は少人数で各
地区にて開催しています。
住民同士の助け合い活動
について、町内や仲間同
士で学んでみませんか？

　11月19日、みち
のく銀行にて、高
齢者や障がい者に
対する理解を深め
るための研修会を
行いました。

問合せ　

地域福祉係　☎42-8101　問合せ　
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（令和２年８月８日～令和２年12月４日現在）

ひきこもり相談室からのお知らせひきこもり相談室からのお知らせ

１月２０日（水）
２月１７日（水）
３月１７日（水）

　大館市社会福祉協議会は、『おおだてひきこもり相談室』を開設して
います。また、毎月１回『出張ひきこもり相談室』とご家族の交流会を
中央公民館にて開催中です。ご家族だけでもいらしてください。

　社会福祉協議会では、困っている方々に対して寄附を申し
出てくださる方々と、支援を必要とする方々をつなぐ取り組
みを行っています。これまでにつないだ例をご紹介します。
　個人や団体の皆様の“地域貢献活動”として、ご活用いただ
ければ大変ありがたいです。

 必要な方は下記までお申込み
ください。配布について詳細を
お知らせします。

４３-１１５５
１０：００~１６：００（土・日・祝日を除く）

電話番号

受付時間　

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。

開
催
日

場　　所

時　　間

大館市立中央公民館（第１研修室）

＊ひきこもりに関する出張相談・交流会＊

仙北市小松・東前郷地区
環境保全協議会様より

秋田県北部
郵便局長会様より

サロンへの消毒液の寄附

・加藤　真吾
・ライジング大館
・北村百合子
・（故）及川　亮子
・仲澤　ユキ
・有浦ミロクセンター
・トリニティ大館店
・一般社団法人 生命保険協会秋田県協会  会長 村上和也

・江 慶一、櫻田忠悦、大場幸子、櫻田尚彦
　大場光洋、大場祥史、小林　博、小林茂樹
　小林裕子、川上尚美、櫻田光俊、櫻田陵子
・秋田県北部郵便局長会　会長　小松　大太郎

・赤川子ども会　会長　北林　潤司
・大館市立早口小学校児童会

物品寄附物品寄附
…………………………………………毛布３枚
………………………………………お菓子

…………………………ペットボトルキャップ １箱
…………………………シルバーカー １台

……………………百人一首１つ、プルタブ１袋
……………お菓子、ペットボトルキャップ

………………お菓子、ペットボトルキャップ

…………………………………………………軽自動車 １台

タオル、毛布他

……………………………………アルコール消毒液 121本
………米（もち米） 60㎏

……米 ７㎏、サツマイモ ５㎏

香典返し香典返し

定指定指定指定指定指指定指定指定指定指定指定指定寄寄寄寄寄寄附寄附寄附寄附寄附寄附附寄附附附指定指定指定指定指定指指定指定指定指定指定指定指定指定指指定寄寄寄寄附寄附寄附寄附寄附寄附寄附寄附附寄附附附指定寄附指定寄附

早口小学校児童会より

早口小学校児童会より

比内地区子どもサミ
ットより

車椅子として活用さ
せていただきます。

あたたかい心と心をつなぐ取り組み

・仲澤　ユキ
・川上　純司
・大館市立東中学校
・中村　　勇
・比内地区子どもサミット
・山形　久子
・大館市女性ボランティアのぎくの会

……………50,000円
……………10,000円

…………801円
……………11,500円

…48,730円
……………300,000円

………………………5,000円

金銭寄附金銭寄附

・庄司　敏郎

・大館婦人会社会部

※金額・物品名が空欄の方は氏名
　のみの掲載です。（敬称略）

……15,000円

　９月29日に秋田県社協にて
贈呈式が行われました。現在
は、比内事務所にて配食等の
福祉活動時に大切に使用させ
ていただいております。

子ども食堂への米の寄附

１４：００~１６：００

緊急食糧支援！
ひとり親世帯対象
お米（３キロ）
無料配布します

●申込期間：
　　令和３年１月５日（火）
　　　　　～１月１５日（金）
●対　象：ひとり親世帯
●配布数：５０世帯（先着順）
●申込み・問合せ：
　地域福祉係　☎42-8101
　9：00～17：00（土日祝を除く）
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