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　式典では、永年弘前市の社会福祉に貢献してきた方々
や、弘前市社会福祉協議会に多額の寄付や物品の寄贈を
いただいた方々への表彰や顕彰、感謝状の贈呈が行われ
ました。（受賞者名２ページに掲載）
　式典の最後に、大会運営委員長で弘前市社会福祉協議
会の今幸夫副会長が、地域のあらゆる組織・個人と連
携・協働し、さまざまな地域課題の解決をはかり、誰も
が住み慣れたこの弘前でいつまでも安心して暮らせる、
「ふれあいのまちづくり」の実現を目指し取り組んでい
くことを誓う大会宣言を読み上げ、満場一致の拍手で承
認されました。

　令和元年度の弘前市社会福祉大会が、昨年11月29日
弘前市民会館で行われ、市内の社会福祉関係者等約600
名が参加しました。
　オープニングで民生委員児童委員関係のDVD上映を
行った後、今年度の福祉協力校10校のうち次の３校の
児童生徒が体験発表を行いました。

○城東小学校「身近なことから広げよう福祉活動」
津川蒼兎さん、鳴海真愛さん、柿崎彩華さん、
角田大和さん（以上６年生）
村上千愛さん、工藤優希那さん、伊藤大翔さん、
宮内香蓮さん、鳴海堅斗さん（以上５年生）

○自得小学校「ぼくたち・わたしたちにできること
～ボランティア活動を通して～」
泉田光璃さん、吉田遼人さん、髙橋瑠依さん、
鳴海康太さん、小野友愛さん、山﨑和樹さん、
小山内璃星さん、藤田倫太郎さん、小野真綾さん、
山𥔎琉陽さん、花田莉陽さん（以上６年生）

○第二中学校「JRC委員会の活動」
　本田陽依さん、 谷騎羅さん（以上２年生）

弘前市身体障害者福祉センター事務室移転

　記念講演では、プロレスラーで元参議院議員の大仁田
厚さんが「町おこしだダヨ！おらが弘前」と題し講演を
行い、会場の皆さんに直接話しかけながら、時折ジョー
クを交えたお話に、会場全体が明るく元気な雰囲気に包
まれていました。
　ロビーでは、障がい者の就労を支援する施設や団体等
が、利用者が作った手工芸品や野菜、焼き菓子、パンな
どの販売を行い、たくさんの方が買い求め賑わっていま
した。

　前任の今幸夫理事の退任により、
２月６日（木）の第44回評議員会に
おいて大湯惠津子さんが新たに理事
に選任にされました。
　大湯さんは、弘前市民生委員児童
委員協議会会長で、同会より推薦を
受けての選任となります。
　その後、理事会の同意を得て副会
長に選任されました。
　任期は、令和３年６月の定時評議
員会終結時までとなります。

　昨年８月２日から使用中止となった弘前市身体障害者福祉セン
ターが 10 月１日から、事務室と事業実施場所を岩木保健福祉セン
ター（賀田字大浦４－１）に移転しました。
　使用中止の原因は、敷地の地盤沈下による建物のゆがみ等により、
倒壊等のおそれがあるためです。
　新しい電話番号とＦＡＸ番号は次のとおりです。

　　電話：８８－６７６１　ＦＡＸ：８８－６７６２

　なお、弘前市身体障害者福祉センターに隣接する弘前市身体障害
体育館の受付は、弘前市社会福祉協議会総務課（宮園２－８－１
電話３３－１１６１）で行っています。

令和２年度の弘前市社会福祉大会は、11月27日（金）
弘前市民会館で開催する予定です。

新副会長に大湯惠津子さん

「ふれあいのまちづくり」の実現に向けて
令和元年度弘前市社会福祉大会

大仁田厚さんの記念講演

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】　43名
芳賀久美子（朝陽地区社協）、川嶋光治（二大地区社
協）、長谷川美惠子（和徳南地区社協）、長尾美津子（桔
梗野地区社協）、田中レイ子（同）、下山繁（堀越地区社
協）、齋藤秋雄（東地区社協）、木村清榮（岩木地区社
協）、田澤幸男（相馬地区社協）、櫻井一（千年会）、對
馬力也（同）、佐々木広美（藤聖母園）、下山峰子（同）、
田中恵（同）、成田鉅晟（草右会）、古山剛弘（同）、工藤
隆之（同）、浅野千寿子（同）、八木橋卓也（同）、西谷
武史（同）、竹村智子（同）、笹森俊行（同）、松川聡子

（同）、外𥔎里香（七峰会）、兼平奈保子（同）、竹谷美
和子（同）、船水恵子（同）、工藤一久（同）、渋谷房子

（同）、安田鉄子（保育研究会）、工藤福子（同）、武蔵
弓恵（同）、大瀬亜希子（同）、舘山麻紀（同）、阿保愛
子（同）、長尾久美子（同）、折登睦子（同）、松宮直子

（同）、栗林美代子（同）、千葉弘美（同）、松岡みづえ
（同）、中嶋千絵（同）、株式会社東海自動車工業代表取
締役会長福士昭弘

◆弘前市市長表彰
【民生委員児童委員勤続15年以上】　16名
米澤忠良（朝陽）、中澤洋（一大）、野宮美代子（二
大）、葛西美惠子（三大）、蔦川洋子（同）、中畑恵子

（桔梗野）、藤村敦子（同）、阿保耀子（文京）、島谷洋子
（同）、石岡弘（清水）、笹田サツキ（豊田）、川越やす子
（藤代）、渡邊禎子（同）、野呂信子（東）、工藤あゑ子
（岩木）、三上久志（相馬）

◆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】　46名
秋元百合子（朝陽）、工藤明子（同）、三戸由美（二大）、
工藤慰李子（三大）、赤石恵美（和徳南）、田村裕（同）、
赤平惠美子（同）、安達あや子（同）、太田和子（同）、
西澤澄子（同）、志村つや子（北）、工藤節子（同）、逢
坂光範（城西）、藤田俊彦（同）、成田洋子（同）、太田節
子（同）、木村妙子（西）、山崎則子（桔梗野）、米塚淑
子（文京）、伊藤光男（同）、小田桐恭子（同）、一戸滿

（同）、福士勢津子（和徳北）、桃井みつ江（同）、中村
レイ子（清水）、三浦宏子（同）、齋藤悦子（堀越）、工藤
準造（千年）、大川セイ子（藤代）、工藤悦（同）、佐藤
きみ（船沢）、松岡清美（同）、髙橋文雄（裾野）、須藤典
光（同）、小田桐明夫（石川）、瓜田光寛（東）、小野周
平（同）、工藤良一（岩木）、戸沢リツ（同）、豊沢廣子

（同）、對馬陽子（同）、三上清美（同）、山内明（相馬）、
今一典（相馬）、成田津美子（同）、宮川由紀美（同）

◆顕　彰
旭日単光章　　　　　木村留次郎（社会福祉功労）
瑞宝双光章　　　　　米川雅子（社会福祉功労）
瑞宝双光章　　　　　丹藤るり子（社会福祉功労）
厚生労働大臣表彰　　吉本睦子
　　　　　　　　　　（民生委員・児童委員功労）
厚生労働大臣表彰　　齋藤敦
　　　　　　　　　　（社会福祉事業従事功労）
厚生労働大臣表彰　　沖島君恵
　　　　　　　　　　（ボランティア功労）

◆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】　12個人・２団体
玉田亮平（朝陽）、平山捷代（時敏第二）、木村正道

（北）、山本正弘（城西）、細川和洋（西）、大髙道則（文
京）、多田克巳（清水）、一戸久男（豊田）、繁田元衛（東
目屋）、山口ときゑ（裾野）、対馬トミ（新和）、佐藤好
和（相馬）、松原童謡と唱歌を歌う会（文京第二）、藤内
老人クラブ藹々会（藤代）

◆名誉大会長・大会長感謝状
【金銭・物品寄託】　５個人・29団体
表千家弘前地区教授者会会長加藤久子、津軽和徳ゴルフ
クラブ会長白藤孝仁、株式会社アルク、東部公民館押し
花クラブ、籐の会、弘前駐屯地曹友会、キリンビール株
式会社北東北支店、一般社団法人弘前市医師会会長今村
憲市、サムエル・ダビデ保育園、安穏寺女性の会、三上
昭博、弘前市保育研究会会長藤田俊彦、弘前ニッカ会、
ニッカウヰスキー株式会社弘前工場、株式会社みんゆう
薬品代表取締役社長原正朝、株式会社フレディ吉祥会代
表取締役吉田賀代子、陸奥新報社青森支社キリンチャリ
ティービールの学び舎、青森銀行弘前・南黒地区お取引
合同ゴルフコンペ、青森銀行土手町支店友の会・青森銀
行土手町支店パティクラブ、東管工業株式会社代表取締
役蛯沢宮行・エコちゃん倶楽部代表蛯沢孝行、近藤勝
弘、工藤秀則、弘前航空電子株式会社、弘前航空電子労
働組合、スナック幸邑、小林大眞、町田藤一郎、世界平
和統一家庭連合弘前家庭教会、弘前社交ダンスクラブ、
弘果弘前中央青果株式会社、キヤノンプレシジョン労働
組合、日本基督教団弘前教会、城東保育園園長三浦テ
ツ、弘前厚生学院学院長鳴海春輝

 以上、128個人、31団体
（敬称は省略させていただきました。）
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災害義援金受付状況災害義援金受付状況

善意の寄付・寄贈ありがとうございました
平成31年1月1日～令和1年12月31日

[寄付金]　件数及び金額： 61件　¥3,250,210-
三上昭博、キヤノンプレシジョン株式会社３件、弘前市
保育研究会、弘前ニッカ会２件、玉雲堂チャリティバザ
ー友の会２件、石岡弘嗣、城東保育園、青森銀行土手町
支店友の会・青森銀行土手町支店パティクラブ、弘前社
交ダンスクラブ代表石川誠、みちのく銀行下土手町支店
グリーンクラブ・みちのく銀行下土手町支店レディース
会、弘果弘前中央青果株式会社、りゅう歌謡研究会葛西
菱子、スナック幸邑３件、愛球会ゴルフ苦楽部、キリン
ビール株式会社北東北支店、近藤勝弘、工藤秀則、ニッ
カウヰスキー株式会社弘前工場、弘前航空電子労働組
合、小林大眞２件、全日本司厨士協会北部地方弘前支
部２件、町田藤一郎、世界平和統一家庭連合弘前家庭教
会、福士昭弘、障害者支援施設千年園２件、青森銀行弘
前・南黒地区お取引先合同ゴルフコンペ、ＭＯＡ健康生
活ネットワーク弘前、茶道裏千家淡交会青森支部弘前分
会チャリティー茶会、株式会社アルク、表千家弘前地区
教授者会、陸上自衛隊弘前駐屯地曹友会、押し花クラ
ブ、日本基督教団弘前教会、青森県立弘前工業高校３学
年・定時制、籐の会、宴の会代表藤田和夫、安穏寺女性
の会、陸奥新報社青森支社キリンチャリティービールの
学び舎、株式会社陸奥新報社、日蓮宗青森県立正青年
会、遠州流茶道岩木乃支部、弘前市フォークダンス協
会、農業生産法人有限会社ＡＮＥＫＫＯ、弘前津軽ライ
オンズクラブ、バックサークル、サムエル保育園・ダビ
デ保育園、北門書道会、健幸サークル「ヘルシーエイジ
ング」、一般社団法人弘前市医師会、車椅子応援隊利用
者１件、匿名２件

[物品の寄贈]　主な寄贈物品：プラスチックキャップ約
4,300kg、プルタブ約1,000kg、使用済切手約５kg、お
菓子ダンボール26箱、車椅子９台、コンサートチケッ
ト、タオル 
●保育園・幼稚園・学校29／弘前保育園、城東保育
園、養生幼稚園、藤代保育園、致遠保育園、相馬小学
校、東小学校、大成小学校、西小学校、第三大成小学
校、豊田小学校、朝陽小学校、新和小学校、船沢小学
校、自得小学校、青柳小学校、石川小学校、船沢中学
校、石川中学校、裾野中学校、北辰中学校、第五中学
校、第三中学校、津軽中学校、弘前第二養護学校、弘前
第一養護学校、柏木農業高校、学校法人弘前城東学園弘
前医療福祉大学、S.K.K.情報ビジネス専門学校 
●児童館・児童センター８／城東児童館、西部児童セン
ター、幸成児童館、進修児童館、和徳町児童館、新寺町
児童館、堀越児童館、岩木児童センター
●企業・病院等14／USA弘前店、弘前航空電子株式会

社、株式会社フレディ吉祥会、明治安田生命青森支社弘
前中央営業所、弘前郵便局、クオール薬局弘前店、キヤ
ノンプレシジョン株式会社、津軽警備保障株式会社、マ
ルマン精密株式会社、株式会社千葉商会、有限会社みつ
ばドライ、ニッカウヰスキー株式会社弘前工場、マルハ
ン弘前店、株式会社民友薬品  
●施設・団体21／弘前ボランティア協会、明治安田生
命労働組合弘前中央分会、藤代町会婦人部、マルエス団
地町会、東目屋地区社会福祉協議会、弘前リカバリーセ
ンター、社会福祉法人愛成会、立正佼成会・明るい社会
づくり運動津軽地区協議会、パインハウス城南、弘前ロ
ーターアクトクラブ、東北労働金庫虹の会、白寿園、弘
前市道路維持課、CPWU（キヤノンプレシジョン労働
組合）、千年園、やよいのあかり、富田町第二町会婦人
部、手をつなぐ育成会、スカッシュバドミントンクラ
ブ、槌子町会、フレディ四季コンサート  
●個人26／坂井よう子、三上瑛子、村上貴子、加藤光
子、鈴木靖子、三浦みづ江、奈良たかし、田沢幸昌、渡
部郁子、奈良清春、阿保春奈、三浦りつ、大久保眞樹、
村田理紗、神幸子、小野知子、平山裕介、菊池義次、川
越てつ子、村上恵、貴田一男、田沢フヂエ、小山内八千
枝、櫻庭美佐子、奈良岡誠一、鈴木唯司、三浦勝江、藤
田禮子
●匿名13／ほか収集ボックスでの回収多数

※記載は受入日順、金額、物品名・件数及び数量、お名
前の敬称は省略させていただきました。

　今年度も日本各地で災害が多発し、多くの方々が
被害を受けました。
　弘前市社会福祉協議会は日本赤十字社青森県支部
弘前市地区の事務局となっていることから、各災害
の義援金を受け付け、日本赤十字社を通じて被災地
に届けています。
　今年度、国内の災害に寄せられた義援金は以下の
とおりです。（令和２年１月31日現在）

令和元年度８月豪雨災害義援金　　　　　33,178円
令和元年度台風15号千葉県災害義援金　 111,440円
令和元年度台風15号東京都義援金 　　　 15,000円
令和元年度台風19号災害義援金　　　　 571,024円

　本会のホームページでは、事業内容や行事案内な
ど様々な情報を発信しています。メールでのお問い
合わせもできますので、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/

ホームページのお知らせ
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　弘前さくらまつり中、車いす利用者等や長時間の
歩行が困難な方に、車いすの介助や貸し出しを行う
「車いす応援隊」の活動にご協力いただけるボラン
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の歩行が困難な
　　　　　方に対する車いすの介助と貸し出し。

活動場所　弘前公園内（東門、緑の相談所、追手門、
　　　　　北門の各付近に待機テントを設置）

活 動 日　４月23日（木）～５月６日（水・祝）の期
　　　　　間で希望する日。

活動時間　午前（9:00～12:30）、午後（12:30～16:00）、
　　　　　全日（9:00～16:00）の希望する時間帯。

　令和元年度弘前市総合福祉作品展が、昨年の９月
28日（土）と29日（日）の２日間、弘前市身体障害者
体育館で開催されました。

　障がい児者や高齢者の19施設・団体から、約860
点の作品展示があったほか、施設・団体の利用者が
作った物品の販売も行われました。
　２日間で約500名の来場者でにぎわいました。

　日常生活上の心配ごとや悩みごとの相談を受ける
「ふれあい相談所」を毎日開設しています。
　お気軽にご利用ください。
【生活一般相談】
　月曜日～金曜日、午前９時30分～午後３時30分
　電話での相談も可能です。
【専門相談】
　法律（弁護士）、税務（税理士）、年金及び労務関
係（社会保険労務士）の３種類の相談を、各月１回
実施しています。開催日時はお問い合わせください。
　なお、専門相談は事前予約が必要です。
　相談、予約の電話番号　３３−２２２０

　60歳以上の方を対象に、冬期間の健康づくりや
参加者相互の親睦を図ることを目的にした標記大会
が、ラージボール、グラウンドゴルフ、ペタンク、
ゲートボールの全４種目開催されました。
　このうちグラウンドゴルフ大会は、１月25日

（土）に弘前克雪トレーニングセンターで行われま
した。この種目は、毎年申し込み開始から数日で定
員になるほど人気
が高く、当日も朝
早くから集まった
205名もの参加者
が、外の雪や寒さ
をものともせず土
の上でのプレーを
楽しんでいました。

　昨年10月１日にスタートした令和元年度赤い羽
根共同募金運動の弘前市の実績は14,584,674円（令
和２年１月27日現在）となりました。
　各世帯をはじめ学校や企業・病院等から多くの募
金協力をいただいたほか、募金の呼びかけ等の活動
にもたくさんの皆さん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、大規模災害が発生し
た際の備えとして、一部
が「災害等準備金」とし
て積み立てられています。

申し込み　４月６日（月）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
　　　　　をお知らせください。

説 明 会　４月11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、活動内容の説明と車いす操作及び
介助方法等の研修を実施します。
ご希望の方はご参加ください。

そ の 他　活動日の昼食は当会で準備します。

お申し込みおよびお問い合わせ先
　弘前市ボランティアセンター（弘前市社会福祉協
　議会内）宮園２−８−１弘前市社会福祉センター
　TEL.33−2039／FAX.33−1163

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 ふれあい相談所のご案内

ふれあい高齢者軽スポーツ親善大会 ご協力ありがとうございました
令和元年度赤い羽共同募金運動

開会式テープカット 作品のようす

グラウンドゴルフ開会式


