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町内で見守り・支え合う体制づくりを応
・支え合う体制づくりを応援します！
令和３年１
１月４日 大滝温泉自治会館にて行われた
『災害時の支援と平常時の見守り活動についての話合い』の様子

大滝温泉自治会では、災害時に安全に避難支援がで
きる体制づくりを目指し、町内会役員、民生委員、
福祉員が参加して話合いが行われました。生活支援
コーディネーターや地域包括支援センター職員、市
職員も協力し、今後も活動を支援していきます！
（関連記事：
２ページ
「支え合いの地域づくり」
）

新 年 のごあいさつ
社会福祉法人

大館市社会福祉協議会

会長

宮 原 文 彌

謹んで新年のごあいさつを申し上げます。旧年中は本会の事業推進に温かいご支援とご協力を賜
り、心より感謝申し上げます。
さて、現在の地域福祉を取り巻く課題は、急激な少子高齢化の進行をはじめ、社会的孤立、虐待、
生活困窮、災害時支援など多岐にわたり、
コロナ禍のため深刻化していることが懸念されております。
こうした状況の中、大館市社会福祉協議会は地域福祉の中核機関として、生活困窮者への支援
を行うとともに、今年度新たに設置した「福祉まるごと相談支援室」において複雑化した課題を抱える
世帯を多機関と協働しながら支援してまいりました。今後も地域の一人ひとりが生きがいを感じられる
地域共生社会の実現を目指し、福祉関係者のみならず多様な団体との連携をより一層強化しながら
各種事業を推進してまいりますので、市民の皆様のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
結びに、皆様のご健康とご多幸を心よりご祈念申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。
「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。

令和３年度

大館市社会福祉功労者等表彰式

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、昨年度に引き続き、今年度
も新型コロナウイルスの影響により大会を中止し、令和３年１２月３日（金）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。
式典では、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。

大館市社会福祉協議会会長表彰（順不同・敬称略）
◆現在民生委員児童委員の職にあって、在任期間が通算12年以上の方【１名】
渡邉 洋一

◆現在福祉員の職にあって、在任期間が通算10年以上の方【10名】
中山 ヱミ子 ・ 石川 スナ ・ 原田 清美 ・ 佐藤 誠幸 ・ 山本 幸喜 ・ 阿部 八代江
花田

勇人 ・ 村田

憲藏 ・ 高杉

和雄 ・ 岩井

恵美子

◆ボランティア活動で、活動が通算10年以上の個人並びに団体等【12名 ３団体】
高橋 暁子 ・ 越前 あや子 ・ 中田 恵子 ・ 村尾 ケイ子 ・ 堀口 福藏 ・ 北村 百合子
山本 テイ子 ・ 鎌田 美佐子 ・ 畠山 フサ子 ・ 成田 孝子 ・ 藤原 久美子 ・ 北村 イネ子
子ども親支援 スマイル・ミント ・ 大館ボラバスプロジェクト ・ 生産活動 寿会
◆大館市社会福祉協議会会長が特に必要と認めた個人【２名】
（永年福祉員の職にあって令和３年３月31日に退任した方）
佐々木 教之 ・ 渡邉 與志人

表彰の様子▶

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【４名３団体】
山形 久子 ・ 土門 公子 ・ 山口 哉 ・ 木嶋 ミツ子
あきぎん一日会 会長 鈴木 泚士
株式会社ユアテック大館営業所 所長 尾形 勝美
有限会社サイクルショップ虻徳 代表取締役 虻川 大輔

◆社会福祉協議会に対し、永年寄贈を行った団体【２団体】
大館佛教会 ・ 赤川子ども会

大館市生活支援体制整備事業 
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支え合いの地域づくり 取り組み状況のお知らせ
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これまでの活動例



・町内や地区の現状を知るための話合いや勉強会の開催
・町内のみなさんが集まる居場所づくり
・生活を支える助け合い活動（例えばゴミ出しなど）の立上げ
ɻ֦ஏۢͶࢩ͓͏ਬճ٠͗અ͠Ηͱ͕Εɼ୴ंʤਫ਼ࢩԋ
αʖυΡϋʖνʖʥ͕͗ΕΉͤͲɼ͕ܲـͶ͟૮͚ͫ͠͏ʄ
問合せ 地域福祉係 ☎４２−８１０１
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大館市除雪ボランティア “ハチ公スノーレンジャー” 参加団体
令和３年度 協力団体一覧
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

団
体
名
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
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

№
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

団
体
名
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
大館市社会福祉事業団
介護老人保健施設成寿苑
母子生活支援施設白百合ホーム

（順不同）

№
31
32
33
34
35
36
37
38

団
体
名
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（陸上部）
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

１２月１０日に出陣式を行いました。上記の団体と、個人登録のみなさんが活動を行っています。協力してくださる方も募集中です！

お知らせ
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10月26日は桂城小学校にて、12月10日は早口
小学校にて車椅子等の体験学習を行いました。

本所事務局が上川沿公民館
から総合福祉センターへ移転し、
９月27日から業務を行っており
ます。地域福祉事業関係、相談
事業関係、総務会計関係につき
ましては三ノ丸までお問合せく
ださるよう、お願いいたします。

桂城小学校

早口小学校
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ご近所同士での助け合い活動について学ぶ研修
会を各地区にて開催しています。興味のある方は、
お問合せください。 地域福祉係 ☎４２８１０１

一中学区・下川沿地区を担当する社会福祉協議
会地域支え合い推進会議（第２層協議体）を12月
９日に総合福祉センタ
ーにて行いました。地
区の町内会長に対して
実施したアンケート調
査の結果から、今後の
活動支援の方策につい
て話合いました。

釈迦内地区

οங؏עᅦᅍ⇡∙⇥∞

福祉員活動

10月19日に介護予防教室を開催しました。食生活
改善委員（ヘルスメイト）比内支部のみなさんが講師
となり、サロンのみなさん
に自宅から味噌汁を持参
していただき、塩分測定
を行ったり、見本の味噌
汁をつくり、注意点につ
いて学びました。

比内地区

Ӳעғ↚↕ᄂ̲˟⇁͵

11月４日には早口地区・山瀬地区福祉員合同研
修会において、大館市消防署田代分署職員を講
師に迎え、
「いざというと
きのための防災講座」を
行いました。地域活動を
展開する上で重要となる
防災 知 識 や心 構えを学
ぶことができました。
3

まごころページ
（令和３年８月13日〜令和３年12月13日現在）
・富士フイルムＢＩ秋田株式会社大館営業所

物品寄附

●赤川子ども会より

…………………………………ペットボトルキャップ

・片岡 公穂 …………………………………玄米 30㎏
・有浦ミロクセンター お菓子、ペットボトルキャップ
・田中 和也 ……ペットボトルキャップ、プルタブ 各１袋

・向田なかよしサロン 代表 渡邉 みき子
……………ペットボトルキャップ、プルタブ 各１袋

・大館市赤十字奉仕団大館分団

・旭ヶ丘２区町内会 ペットボトルキャップ、プルタブ 各１袋

分団長 工藤 則子 …………介護用タオル 200枚

・マルハン大館店 ………………ペットボトルキャップ

・新丁いきいきサロン 代表 藤岡 悦子 …雑巾 12枚

・大館市立東館保育園 …ペットボトルキャップ １袋

・トリニティ大館店 ……お菓子、ペットボトルキャップ

・ＭＩＲＯＸ池内店 ……………ペットボトルキャップ
・株式会社ダイナム大館店……………食品他 56個
・髙橋 明正 ………………………比内地鶏の卵 10㎏
・大館市母子寡婦福祉連合会 会長 成田 京子
………ペットボトルキャップ２袋、プルタブ１袋

・大館市立早口小学校児童会
………………お米７㎏、サツマイモ４㎏

金銭寄附
・塚歌謡大館教室 …………………………１０,８８２円
・大館地区更生保護女性の会

・斉藤 トシ子 ……タオル、シーツ、タオルケット 20箱

・比内地区子どもサミット …………………５１,１００円

・赤川子ども会 会長 北林 智之

・木嶋 ミツ子 ………………………………５０,０００円

………………………………お米（もち米）60㎏

・大館ミロクセンター …………ペットボトルキャップ

●比内地区
子どもサミットより

・あきぎん一日会
会長 鈴木 泚士 ………………１００,０００円

※金額・物品名が空欄の方
は氏名のみの掲載です。
（敬称略）

皆さま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。

必
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。
配

赤い羽根共同募金への
ご協力ありがとう
ございました！

●申込期間：令和４年１月５日（水）〜１月２１日（金）
●対
象：子育て中のひとり親世帯
●配 布 数：50世帯 ※数に限りがありますので、お早目にお申込み下さい。
●申込み・問合せ：地域福祉係 ☎４２−８１０１
●受付時間：9：00〜17：00（土日祝を除く）

皆様からいただいた募金は、ふれ
あいいきいきサロンやはつらつ弁
当など地域での
福祉活動事業
に活用させてい
ただきます。

子育て世帯
を応援！

ひとり親世帯対象お米５キロ他 無料配布します
ひ

ひきこもり相談室からのお知らせ

電話番号

４３-１１５５

受付時間

１０：００~１６：００（土日祝を除く）

大館市立中央公民館
〇相 談…第１研修室 １３：３０~１６：００
〇交流会…第２研修室 １４：００~１６：００
開催場所・時間

開催日

ひきこもりは、誰にでも起こりうることです。ご家庭の中だ
けでは解決が難しい場合もあります。秘密は守りますので、
ご家族だけでもぜひ一度ご相談ください。ご家庭の状況に
合わせて対応いたします。

＊ひきこもりに関する出張相談・交流会＊

１月２０日
（木）
２月１５日
（火）
３月１７日
（木）

所 〒017 -0897
（大館市総合福祉センター2階）
大館市字三ノ丸103番地4 ℡0186（42）8101 ℻0186（42）8104
三ノ丸事務所 〒017 -0897
（大館市総合福祉センター1階）
大館市字三ノ丸103番地4 ℡0186（49）2588 ℻0186（42）8105
上川沿事務所 〒017 -0836
（大館市立上川沿公民館）
大館市池内字大出135番地 ℡0186（42）8102 ℻0186（43）4055
比内事務所 〒018 -5712
（比内福祉保健総合センターハートヒルとっと）
大館市比内町新館字館下79番地1 ℡0186（55）2850 ℻0186（55）0100
本

田代事務所 〒018 -3501
（田代いきいきふれあいセンターサンピア）
大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱16番地 ℡0186（54）3173 ℻0186（54）3690
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