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　弘前さくらまつり期間中、県内外から弘前公園を訪
れる観光客で、車いすを利用している方や長時間の歩
行が困難な方に対して、車いすの介助や貸し出しを行
う「車いす応援隊」の活動に参加してくれるボランテ
ィアを募集しています。
　活動内容　　車いす利用者及び長時間歩行困難な方に

対する車いすの貸し出しと車いす介助。
　活動場所　　弘前公園内
　待機場所　　東門、緑の相談所、追手門、北門の各付

近にテントを設置。
　活 動 日　　４月23日（木）〜５月６日（水）のうち希

望する日。（何日でもかまいません）

　次に、弘前大学大学院医学研究科長・医学部長中路重
之氏による「短命県返上に向けて〜青森県民として知る
べきこと〜」と題した記念講演が行われました。本県の
短命県返上に向けた様々な取り組みやデータが紹介さ
れ、健康という関心の高い話題とわかりやすい説明に、
参加者は興味深そうに聴き入っていました。
　式典では、永年弘前市の社会福祉に貢献してきた方々
の表彰や、弘前市社会福祉協議会に多額の寄付や物品の
寄贈をいただいた方への感謝状の贈呈が行われ、最後に
「ふれあいのまちづくり」の実現を目指すことを誓う大
会宣言が読み上げられ、満場一致の拍手で承認されま
した。

　また、ロビーでは市内の障がい者の就労支援を行う事
業所など７つの事業所が、利用者が作ったパンやお菓
子、野菜や果物、手工芸品などさまざまなものを販売
するコーナーが設置され、買い求める多くの来場者で
にぎわっていました。

平成27年度の弘前市社会福祉大会は、11月20日（金）
弘前市民会館で開催する予定です。

　今年度の弘前市社会福祉大会が、昨年の11月21日弘
前市民会館大ホールで行われました。当日は地区社会福
祉協議会、民生委員児童委員、町会関係者、福祉施設団
体関係者等、約800名が参加しました。
　オープニングアトラクションとして弘前学院聖愛中学
高等学校応援団SPGによるチアリーディングが披露さ
れ、元気な掛け声とともに笑顔いっぱいで繰り広げられ
るアクロバティックな演技に、会場からは歓声とともに
大きな拍手が送られていました。
　続いて、福祉協力校の体験発表が行われ、今年度は次
の３校の児童・生徒が発表を行いました。
○松原小学校「学区クリーン作戦で学んだこと」
　工藤拓斗、吉村廉（以上５年生）
○福村小学校「福村小学校わたしたちのボランティア」
　三浦千亜妃、葛西恒輔、白濱美里（以上５年生）
○東目屋中学校「地域と結びついたボランティア活動」
　戸澤優子、三上実央、𠮷沢美香（以上３年生）

「ふれあいのまちづくり」を目指して
平成26年度弘前市社会福祉大会

　活動時間　　午前９時〜午後４時で、午前／午後／全
日のいずれか希望する時間帯。

　申し込み　　４月10日（金）までに電話等で、氏名、住
所、連絡先、希望する活動日と時間帯を
お知らせ下さい。

　説 明 会　　４月18日（土） 午前９時30分〜11時 30分、
弘前市社会福祉センター２階大会議室で
実施します。（場所等は下記参照）

　そ の 他　　・大学生以上の方にお願いします。
　　　　　　・当会で昼食を用意します。

申し込み及び問い合せ先
　弘前市ボランティアセンター（弘前市社会福祉協議会内）
　TEL.33-2039／FAX.33-1163
　弘前市宮園2-8-1　弘前市社会福祉センター内

中路重之氏の記念講演ＳＰＧチアリーディング

大会宣言読み上げ
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◆名誉大会長・大会長表彰
【民生委員児童委員勤続11年以上、社会福祉施設勤続
20年以上、社会福祉団体役職員10年以上、社会福祉団
体（功績）・社会福祉事業協助者】
荒関真貴子（三大地区社協）、清藤範十郎（西地区社協）、
北山幸子（同）、木村修（文京地区社協）、松田美佐保

（藤代地区社協）、横山榮成（東地区社協）、工藤あゑ子
（岩木地区社協）、高木弘子（弘前市社会福祉協議会）、
岸さゆり（弘前市保育研究会）、奈良岡才子（同）、久保
田香織（同）、齋藤和子（弘前草右会）、小野信吾（同）、
島口卓士（同）、熊谷みどり（七峰会）、木村紀子（同）、
村山敦子（同）、坂本重子（同）、窪田裕（同）、西村五月

（同）、中村奈美（藤聖母園）、会津恵子（同）、佐藤直子
（同）、太田一男（同）、三戸麻千子（つがる三和会）、成
田清春 （花）

◆弘前市市長表彰
【民生委員児童委員勤続15年】
大嶋笑子（城西地区民児協）、相馬留実子（桔梗野地区民
児協）、葛西めぐみ（新和地区民児協）

◆弘前市民生委員児童委員協議会会長表彰
【民生委員児童委員勤続9年】
加藤富貴子（三大地区民児協）、相嘉隆男（時敏地区民
児協）、下山勝子（桔梗野地区民児協）、坂本昌子（東
地区民児協）、須藤明子（石川地区民児協）

◆顕　彰
瑞宝単光章　　舘田德治（社会福祉功労）
瑞宝単光章　　外川きさ（児童福祉功労）
藍綬褒章　　　中村雪子（更生保護功績）
藍綬褒章　　　吉田洋子（更生保護功績）

◆大会長・弘前市老人クラブ連合会会長表彰
【役員5年以上、功績団体】
竹内テツ（朝陽）、田中稔（一大）、吉田芳美（二大）、中
井芳夫（三大第二）、須藤直太郎（時敏）、佐藤進（城西）、
高山徳寿郎（西）、奈良岡孝雄（文京）、下山正勝（文京
第二）、高谷ミスエ（清水）、三上登（豊田）、奈良忠子

（東）、三浦まつ江（千年）、齋藤京一（三省）、對馬のし
（船沢）、鳴海セイ子（高杉）、佐藤清一（裾野）、西村清
之助（岩木第三）、大場繁（相馬）

◆名誉大会長・大会長感謝状
【金銭・物品寄託】
弘前管工事業協同組合友の会、弘前ダンス学院舞友会弘
前舞友会、青森県遊技業協同組合中弘南支部、安穏寺女
性の会、株式会社中三弘前店弘前店長柴谷豊、キリンビ
ールマーケティング株式会社青森支社、八嶋龍仙、世生
龍会、一般社団法人弘前市医師会会長田村瑞穂、弘前ニ
ッカ会、お弁当フライパンダディ、弘果弘前中央青果株
式会社、青森銀行土手町支店友の会青銀パティクラブ、
株式会社陸奥新報社、社会福祉法人清光福祉会城東保育
園、陸上自衛隊弘前駐屯地陶芸部、弘前航空電子労働組
合、社会福祉法人千年会障害者支援施設千年園、玉雲堂
チャリティーバザー友の会、町田藤一郎、弘前航空電子
株式会社、株式会社アルク、公益社団法人全日本司厨士
協会北部地方弘前支部、陸上自衛隊弘前駐屯地曹友会、
表千家同門会青森県支部弘前地区教授者会
　以上、５９個人、２３団体
　（　　）内は選出又は推薦団体、なお、敬称は省略さ
せていただきました。

弘前市長表彰

受賞者代表謝辞

名誉大会長・大会長表彰

名誉大会長・大会長感謝状

大会長・市老連会長表彰市民児協会長表彰
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公益社団法人全日本司厨士協会北部地方弘前支部（4回）
107,222、株式会社アルク（2回）200,000、キヤノンプ
レシジョン株式会社（13回）29,902、小野富司1,334、
陸上自衛隊弘前駐屯地曹友会（2回）126,102、株式会社
善世会20,000、遠州流茶道弘前東支部青年部20,000、
表千家流弘前地区教授者会（2回）123,000、成田玲桜
502、弘前管工事業協同組合友の会70,000、スナック幸
邑白取幸子12,000、城西小学校父母と教師の会（2回）
7,615、弘前ダンス学院舞友会弘前舞友会（2回）200,000、
青森県遊技業協同組合中弘南支部（2回）200,000、中央
公民館文化グループバッグサークル10,000、遠州流茶
道岩木乃支部（2回）60,000、弘前ベースボールリーグ
協会（2回）20,000、ナルミ医院鳴海弘憲（2回）200,000、
安穏寺女性の会（2回）20,000、株式会社中三弘前店（2
回）146,250、弘前市フォークダンス協会（2回）20,000、
東部公民館内押し花クラブ（2回）11,000、キリンビー
ルマーケティング株式会社青森支社（3回）325,263、カ
ルチュアロード出店団体代表土手町商店街連合青年会（2
回）147,442、世生龍会50,000、八嶋龍仙40,000、小林
大眞（2回）40,000、一般社団法人弘前市医師会（2回）
100,000、サムエル保育園・ダビデ保育園（2回）80,000、
弘前津軽ライオンズクラブ（2回）60,000、弘前ニッカ
会140,000、お弁当フライパンダディ三上靖介21,300、
北門書道会5,000、弘果弘前中央青果株式会社（2回）
404,500、弘前市保育研究会17,700、伊藤康子4,965、
玉雲堂チャリティバザー友の会（2回）40,000、弘前川
柳社11,104、弘前市朝市開設運営委員会10,000、茶道裏
千家弘前分会40,000、青森銀行土手町支店友の会パテ
ィクラブ108,000、株式会社陸奥新報社（2回）80,000、
陸上自衛隊弘前駐屯地社交ダンス部17,010、城東保育
園50,000、在相リサイクル友の会代表葛西憲之助
10,000、ひまわり歌謡会30,000、弘前ママテニスクラ
ブ10,791、陸上自衛隊弘前駐屯地陶芸部60,000、りゅ
う歌謡研究会葛西菱子20,000、弘前航空電子労働組合
100,000、障害者支援施設千年園41,000、大水達也
17,600、MOA健康生活ネットワーク弘前10,000、裏千
家淡交会弘前分会40,000、石岡弘嗣5,000、町田藤一郎
100,000、弘前大学教育学部附属中学校第133期実行部
9,101、幸邑十日会4,000、弘前工業高校第3学年・定時
制生徒会18,000、匿名（5件）2,003,100
　※氏名・団体名の次の数値は金額（円）

　プルタブ約2,138kg、プラスチックキャップ約2,873kg、
使用済み切手約11kg、テレフォンカード515枚、はがき
607枚、お菓子ダンボール72箱、車椅子10台、トイレ

ットペーパー10箱、その他（ベット、介護用品、育児
用品、陶芸品等）の寄贈を次の皆さんからいただき、寄
贈いただいた皆さんの意向に合わせて活用等を行ってい
ます。

風の子保育園、城東保育園、弘前保育園、藤代保育園、
みつば保育園、致遠保育園、第三大成小学校、新和小学
校、堀越小学校、小沢小学校、修斉小学校、東小学校、
桔梗野小学校、豊田小学校、城西小学校、青柳小学校、
三省小学校、西小学校、時敏小学校、草薙小学校、相馬
中学校、第三中学校、第五中学校、船沢中学校、新和中
学校、弘前聾学校、S.K.K.情報ビジネス専門学校、進修
児童館、城東児童館、堀越児童館、佐藤道代、工藤典子、
鈴木亜希子、蒔苗桂子、阿保美佐子、森山玲音、清野麻
紀、髙橋康男、佐々木美沙子、菊池広子、岡井聖子、手
嶋勝男、工藤輝子、樋川桂子、木村隆雄、藤村敦子、貴
田一男、米沢忠良、菊地義次、三上稔一、川嶋浩治、
佐々木昭、三上繁、大高義昭、三上瑛子、相馬儀雄、木
村冨美子、佐々木栄子、阿保道子、舘田浩美、福田建美、
斎藤キミエ、中村ミツエ、大湯桂子、奈良たかし、松山
信子、川村雅幸、工藤敏治、藤田幸男、櫻庭ヒサ子、須
藤隆、成田望、渡部郁子、木村ナナ、堀内治子、船水チ
ドリ、前田容子、小山内万里子、木村万里、斉藤ふさ、
松田翔太、太田康道、奈良岡誠一、黒滝千鶴子、小山内
俊也、小田桐啓子、宮崎安弘、淡谷京子、中村治夫、倉
坪芳子、宮本麻衣子、石岡陽子、棟方美代子、長内薫、
大町眞澄、原子裕子、藤岡郁子、宮崎美津子、磯崎淳子、
小山明子、成田兼弘、飛鳥和子、神絵里、木村サキ、渡
邊恵子、葛西久枝、中村浩志、今井敬、高松友子、山口
睦子、伊東久美子、日本ダウン症協会弘前支部ひまわり
の会、ほほえみネットワーク、NPO法人ECOパブリッ
ク白神、立正佼成会明るい社会づくり運動津軽地区推
進会、弘前曹洞宗青年会、藤代町会婦人部、浜の町県営
住宅団地町会、さくら会、陸上自衛隊弘前駐屯地陶芸部、
マルエス団地町会、弘前地区手をつなぐ育成会、児童デ
イサービスやよいのあかり、弘前高野山法光院、弘前料
理飲食業組合、NPO法人もったいない弘前、藤代地区
保健衛生委員会、青森県西部地区郵便局長婦人会、きら
り児童デイサービス、弘前図書館、弘前市役所、東目屋
公民館、西目屋村社会福祉協議会、株式会社陸奥新報社、
有限会社みつばドライ、ＵＳＡ弘前店、ワークキャンパ
ス大鰐、デイサービスセンター城西、株式会社朝日プリ
ンテック、弘前航空電子株式会社、みちのく銀行堅田支
店・亀甲町支店・石渡支店、弘南鉄道中央弘前駅、古川
ガラス工業株式会社、グループホーム城西、津軽警備保
障株式会社、弘前リカバリーセンター、パインハウス城
南、ニッカウヰスキー株式会社弘前工場、弘前郵便局、
東奥日報弘前支社営業部、株式会社民友薬品

　※各物品名及び数量は省略させていただきました。
　※本頁掲載の敬称は省略させていただきました。

善意の寄付ありがとうございました
平成25年10月１日〜平成26年12月31日

物品の寄贈ありがとうございました
平成26年2月１日〜平成26年12月31日
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　昨年の９月27日（土）と28日（日）の２日間、弘前市身
体障害者体育館で、平成26年度弘前市総合福祉作品展
が開催されました。
　市内の障がい者や高齢者
の29施設・団体から約900
点の出品のほか、施設・団
体の利用者の制作物を販売
する即売ブースも設けられ
ました。展示された作品は
力作ぞろいで、この日のために一生懸命に制作に取り組
んだ様子が感じられました。また、毎年人気の即売ブー
スでは、パンやお菓子、野菜などのほか手芸品なども並
べられ、訪れた人が気に入ったものを買い求めていま
した。
　作品の出品者やその家族、一般の方も含め、２日間で
のべ616名の来場者でにぎわいました。
　

　大学生や一般市民の若い世代に、楽しみながら雪かき
の方法を学んでもらい、今
後の除雪ボランティア活動
を促進していくことを目指
した「弘前雪かき道場」が
１月25日（日）と31日（土）
の２日間行われました。
　初日は約20名が参加し、
弘前市の除雪状況等について学んだ後、さまざまな道具
を使ってゲームを通じて雪かきを体験しました。２日目
は総勢25名で品川町と松森町で雪かきボランティアを

行いました。弘前市のマス
コットキャラクター「たか
丸くん」も登場し、地域の
みなさんの協力を受けて、
固くなった歩道の雪を崩し
ながら除雪作業に汗を流し
ました。

　高齢者の冬期間の健康保持と生きがいづくり等を目的
にした標記大会が４種目実施されました。
　昨年12月６日（土）には、
通常の卓球にくらべ大き目
の球を使用するラージボー
ル大会が弘前Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター体育館で76名が参
加して行われ、激しいラリ
ーの応酬が見られるなど、

楽しみながらも白熱した試
合が行われました。また、
１月24日（土）には、グラ
ウンドゴルフ大会が弘前克
雪トレーニングセンターで
行われ、35チーム197名が
外の寒さにも負けず、元気
いっぱいのプレーを繰り広げていました。このほか、２
月21日（土）にはペタンク大会、３月14日（土）にはゲー
トボール大会が弘前克雪トレーニングセンターで開催さ
れました。

　弘前福祉人材バンクは、福祉の仕事の紹介、あっせん
を行う無料職業紹介所で、事前登録により、介護職や保
育士等の求人情報の提供や紹介を行います。また、事業
所からの求人も随時受け付けています。
　パソコンで仕事や事業所検索ができる「福祉のお仕事」
ホームページもご利用下さい。

http://www.fukushi-work.jp
　弘前福祉人材バンクへの登録や利用方法等のお問い合
わせは、下記までお願いします。
弘前福祉人材バンク　℡.36-1830

　弘前市社会福祉協議会では、多くの情報を随時発信し、
当会のことをより知っていただけるよう、ホームページ
を開設しています。どうぞご利用ください。
◆ホームページアドレス
　http://www.hirosaki-shakyo.jp

　昨年10月１日にスタートした平成26年度赤い羽根共
同募金運動の弘前市の実績は平成27年１月30日現在、
16,230,420円となっています。
　各世帯をはじめ、学校や事業所等多くの皆さんから募
金をお預かりしました。また、毎戸の募金や街頭募金の
呼びかけ等にも多方面のご協
力をいただきました。心より
感謝申し上げます。
　お預かりした募金は、県内
の民間福祉推進のほか、災害
発生時のボランティア活動に
も役立てられます。

この広報誌は、共同募金の配分金で作られています。

弘前市総合福祉作品展

弘 前 雪 か き 道 場

ふれあい高齢者軽スポーツ親善大会

弘前福祉人材バンク
弘前福祉人材無料職業紹介所

ご協力ありがとうございました。

平成26年度赤い羽根共同募金運動

ホームページのお知らせ

会場のようす

ゲームを通じて（雪かき）体験

ボランティア除雪

ラージボール大会

グラウンドゴルフ大会


