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ひろがれ　　　　　 秋田

これまで、会員の皆様から『乙武さん・
KONISHIKIさん』はじめ様々な感想を寄せて頂きな
がら、その声を広く紹介する場も少なく、なかなか
形にすることができずにいました。
今回、ソウエル全国情報誌ワイワイボックスに学

びながら、秋田版としてお届けすることにしました。
交流の場、情報提供の場になることを願っていま

す。皆様の応募ハガキが何よりの頼りです。よ・
ろ・し・く

劇団四季ミュージカル『オペラ座の怪人』。東北初、仙台に登場！

空前の大ヒットミュージカル。ソウェルが助成。

会　　場　宮城県民会館大ホール
特別予約席 S席…20席確保

※2名ずつ並びの席で10組あり。

料　　金　ソウェルクラブ会員6,000円
（非会員8,000円）

申 込 み　5月19日（土）まで福利協会へ
TEL.018-864-2711
※定員になりしだい締切ります。

4月30日～7月1日まで公演。宮城県民会館にて。

ミュージカル「オペラ座の怪人」

は、1986年10月のロンドン初演以

来、世界各地で上演され、その全てが

大ヒットを収めてきました。ロンドン

では14年、ニューヨークでも12年目の

ロングラン中ですが、今まで満席状態

が続き、最もチケットが手に入りにく

いミュージカルと言われています。

日本での公演も、「キャッツ」が作

り続けている4234回という記録

には及ばないものの、通算2610回とい

う公演回数は日本のミュージカル史上

歴代2位であり、他の作品の追随を許

さない記録です。

そして今回、東北において初の上

演にしてロングラン公演が実現

の運びとなりました。

オペラ座を象徴するプロセニアム

アーチなど荘厳と評される舞台

装置の全てをそっくりそのまま持ち込

み、19世紀のパリ・オペラ座が「杜の

都」仙台に出現します。

東京・大阪・名古屋・札幌では幾

たびか上演され、止まることを

知らない人気の作品ですが、仙台では

今回の公演をお見逃しになると、次回

公演の予定は全く立たない状況です。

それは仙台でのロングラン公演は、民

間の演劇用の劇場がある都市とは違

い、公共ホールを長期間お借りしなく

てはいけないことをはじめとして、官

民を問わず様々なご協力をいただかな

いと実現できないためです。そういう

意味では今回はタイミング的にも恵ま

れた状況といえます。

本当にこの機会をお見逃しになら

ずに、20世紀を代表する素晴らし

いグランドミュージカルで日頃の疲れ

を癒していただければと思い、ソウエ

ルクラブ東北ブロック各県事務局挙げ

て、支援するものです。

ソウェルクラブ
秋田事務局

12:30開場
13:00開演指定日6月23日（土）

（消費税込）

※一般発売料金S席は、11,550円です。ソウエル
会員には約半額近くの助成となっています。
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19世紀半ばのパリ・オペラ座。

その地下に住む怪人。音楽に天

才的な才能を持つ彼は、歌姫ク

リスティーヌに心惹かれ、「音

楽の天使」と名乗りレッスンを

する。しかし、彼女が子爵から

の求愛を受けたのを知った怪人

は、嫉妬に狂い、彼女をオペラ

座地下の隠れ家へと誘う。一方、

オペラ座では次々に奇怪な事件

が…。

「お帰りなさい！」和輝くんの帰宅を喜びで迎えた家族。昨年の自宅前報告記者会見より。

米国で心臓移植を受ける以外に

延命方法がなかった、雄勝町会社

員佐藤直行さんの長男和輝くん

（現在７歳）の渡航心臓移植実現

に募金活動を支えてきたメンバー

を尋ねた。

同町有志８人で平成11年６月に

支援の会を結成。和輝くんの父母

直行・優子さんの同級生や同僚・

友人・知人が“なんとかしたい”

という思いで結集。その一人であ

る、偕行塾授産場施設長金澤史也

さんに活動と仲間たちの心を振り

返って頂いた。

「支援の会」代表になってくれ

た渡部光哉さん（偕行塾法人の評

議員・青年海外協力隊員経験・活

動の矢面に立っ

た）が声掛けし、

和輝くん一家を

取り巻く皆が、

助けてあげた

い・なんとかし

たいという思い一つで集まる。

募金活動も組織的に動いた訳で

はなく、一人一人の思うがままの

行動であった。

準備期間も無く話し合いも２回

持った程度。父直行さんの小中学

金澤史也さん

＜春（暖かい）＞ の ＜　甲　　子　　園　＞

・両手のひらで下からあおぐよう
にする。

・上着を脱ぐしぐさでも「春」の
表現となる。

・横にした左手３指に右人差し
指をあてて下へおろし－－－→
（甲の字を表現）

・２指を折り曲げた両手を体の方
から前方に水平に回して付け合
わせる。（観客が注視している様
子と球場のぐるりを表現）

命をつないで

結成と経過は

（モデルM.S カットH.K）

おしらせ ■協力者が増えていることに感謝しています。
元気印のソウェル制度は利用されています。
■「春の甲子園」を手話で表現すると…
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会員のニーズに応えて7年会員のニーズに応えて7年

ソウェルクラブは会員数の増大に伴って、サービス内容の充実を図っています。
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いまや、全国の福祉事
業従事者約140,000
人がソウェルクラブの
サービスを活用してい
ます。

この7年間でこんなにサービス内容が充実しました。
■健康サポート

●生活習慣病予防検診費用助成 一人当たり2,830円～4,120円

●電話健康医療相談 無料

●スポーツクラブ セントラルスポーツ、エグザス、ルネサンス、

ＮＡＳを法人会員料金で利用

●健康生活用品 全会員に毎年無料で配布

■生活サポート

●弔慰金・見舞金

・会員の死亡 600,000円（就業中・通勤時の事故の時1,800,000円）

・入院見舞金 1日につき　1,000円

・会員の配偶者の死亡 100,000円

・災害（法人・会員） 1法人当り200,000円（法人）１人当り10,000円（会員）

●結婚お祝品贈呈 １人当り10,000円相当の商品券

●出産お祝品贈呈 １世帯当り10,000円相当の商品券

●永年勤続記念品贈呈 １人当り5,000円相当～50,000円相当の記念品

●ローン

・住宅ローン 銀行提携住宅ローン　最高5,000万円

・特別資金ローン（富士銀行・ハートクレジット） 無担保で最高300万円

●クレジット機能付会員証 初年度会費無料、2年度目以降会費が40％引

●通信販売 会員割引　5％引

●ショッピングなど 会員割引　5～60％引

●情報誌の発行など 無料

■啓発サポート

●資格取得記念品贈呈 １人当り5,000円相当の記念品

●加入5年目を迎えた法人への記念品贈呈 １法人最大1,000,000円相当の備品

●海外研修 経費の一部（約1/2）の助成

●広報講習会 受講料及び教材費無料

●レクリェーション・リーダー養成講習会 受講料及び教材費無料

●生涯生活設計セミナー 受講料及び教材費無料

■余暇サポート

●クラブ・サークル活動助成 １人当り　1,000円

●会員交流事業 都道府県単位で催されるイベント（旅行、観劇等）に割安料金で参加

●指定保養所

・厚生年金宿泊施設 全国93ヶ所　・被保険者料金適用に加え、1泊2,000円の優待割引

・国民年金健康保養センター 全国55ヶ所　・被保険者料金適用に加え、1泊2,000円の優待割引

・ＫＫＲ（国家公務員共済組合連合会） 全国52ヶ所　・準組合員料金適用に加え、1泊2,000円の優待割引

・休暇村、グリーンピア 休暇村全国36ヶ所グリーンピア全国12ヶ所・標準宿泊料金の

5～10％割引に加え、1泊2,000円の優待割引

・泉郷 全国6ヶ所、11施設　・一般料金の約50％割引

・ダイワロイヤルホテルズ 全国29ヶ所　・標準室料の10％割引に加え、1泊5,000円の優待割引

●テーマパーク 東京ディズニーランド、ハウステンボス、

スペースワールドを会員割引　10～20％

●海外リフレッシュツアー 低料金のオリジナルツアー

●レンタカー 会員割引　最大48％引

●国内・海外旅行（パッケージツアー） 会員割引　3～5％引

知的障害者更生施設　若美荘
指導員　佐　藤　孝　弘
今回のプレゼント製品の依頼を

聞いて、ボランティアフェスティ
バルの展示即売に一度出しただけ
で今回のような依頼があり驚いて
います。
毎日の作業訓練で破魔矢の木工

加工を利用者と共に作業しなが

ら、空いた時間で展示即売の作品
を考え、今回プレゼントのベンチ
付きガーデンテーブルの製作とな
りました。「ひろがれソウエル秋
田」に、このような形で作品が認
められて利用者にとっても指導員
にとっても思い出に残る作品にな
ると思います。図面と違っているのかな。

［ご自宅へお届けして組立てます。但し、秋田市・男鹿市・南秋・河辺郡地域居住者対象です。］

ベンチ付きガーデンテーブルを１名様にNo1

中学校で部活をやるということで初めて坊主頭になり
ました。…秋田わかばハイム高山さん談

ますます充実！入学お祝品を贈呈します。
平成13年度の新規・拡充事業として創設されました。
■贈呈対象
ソウエルクラブ加入会員のお子様が小学校、中学校に入学した場合。
※夫婦ともに会員の場合であっても入学したお子様1人につき1件の
贈呈となります。

■贈呈品目
「全国百貨店共通商品券」（5,000円分）
「ＵＣギフトカード」（5000円分）

■申請期間
毎年度、4月1日から6月末日までに申請してください。

法人役員たちと。後列後に立っているのが渡部光哉さん。柱を背にしている方は理事長の押切宗助氏。右端女性は
金澤氏夫人せつ子さん。 軌跡は「秋田さきがけ」2000年8月5日より転載

校時代の同級生、子供会、父母会、

金澤氏夫人せつ子さんのヘルパー

講習受講仲間、直行さんの会社同

僚（法人理事長押切宗助氏が会社

会長）はじめ、多くの人が募金活

動のうねりを作り出した。

総額約9,200万円集まり、支出

は約8,130万円で、内訳は手術入

院治療費5,178万円・渡航滞在費

981万円・医療機器改造費（心エ

コー検査用、東京女子医大へ寄付）

1,896万円・事務局経費79万円。

残額1,070万円は、これからも続

く拒絶反応や感染症への対応、再

手術の想定もあり、渡米時に備え

「会」で銀行預金に凍結。

直行さんご一家もかなりの負担

していることを金澤さんから強調

された。

目標額4,000万円が、２週間で

集まるとは予想もしなかった。湯

沢市内建設業の人達が、建設業協

会に働きかけダイレクトメール取

り組みを行い、その切手代を他の

人が負担するなど、様々な形の

「善意」が次々と輪を広げた。

続々と寄せられるホームページの

メールの声、励ましの手紙、共感

の声一つ一つに、家族と会が支え

られ励まされてきたことも大きか

った。

『仲間への思い、和輝くんへの

思い一点でした。県南雄勝から発

信した支援の輪は、地元・県内・

全国に広がった。皆様方からの暖

かい支援に感謝したい。和輝君は、

劇的に回復し、小学校に通うまで

になりました。父直行さんも、

「生きるチャンスを与えてもらっ

てありがたい」「言い表わせない

ほど感謝している」と言っている。

人の命を前にして、あーだこー

だと言うより、人の心はなんて暖

かいものだと知らされました。ま

だ続く、治療・通院もあり静かに

見守って行きたい。』……

金澤さんの談話です。

募金は

メッセージ

５年11月21日

10年11月21日

11年５月17日

６月11日

７月５日

８月上旬

８月18日

９月17日

12年１月30日

５月11日
７月13日

佐藤直行さんと優子さん
の長男、和輝君が雄勝町で
生まれる。
秋田市の病院で、難病の

特発性拡張型心筋症と診断
される。
東京女子医大病院に転院、

心臓移植しか助かる方法が
ないと宣告される。
地元有志８人が「和輝く

ん支援の会」設立。募金活
動を開始。
両親と成田から渡米、ユ

タ大プライマリー小児医療
センターへ。
危篤状態に陥る。心臓の

補助循環装置を付けて生命
を維持。
ドナーが現れ、心臓移植

手術を実施、無事終了。
センターを退院、リハビ

リ開始。
７ヵ月ぶりに帰国、東京

で通院生活へ。
雄勝町の自宅に帰宅。
横堀小学校に初登校。

和輝君回復の軌跡

命を支える
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介護保険制度の導入、社会福

祉事業法の改正（社会福祉法）

などによって「福祉」は新しい

局面に入りました。地域住民や

要援護者、当事者からのニーズ

にどう応えるか。地域福祉、地

域のネットワークをどう形成す

るか。社会福祉協議会の活動、

とりわけ広報紙活動のありかた

が一段と問われることになりま

した。

そこで3つのキーワードを提

▼ミラノ、ドゥモ前にて

▼ミラノ、職業訓練施設で係の説明を聞く

▼パリ郊外の重度障害者の施設でこの様な型に入って寝るとの事

▼パリの障害者施設での作業の様子

▼昼食に出た「ピッツア」です。

▼ジュネーブ州とヤマニ財団の援助で作られた施設のスタッフと共に

▼ミラノ.レオナルドダビンチ作「最後の晩餐」の絵

「サンタマリアテレグラッツェ教会」にて

2000年度 ソウエルクラブ海外研修レポート

ヨーロッパの福祉にふれて

京都・宇治平等院で

真剣でした。H12.7/18～19講習会にて。

重度身体障害者授産施設
秋田ワークセンター
参事　長谷川　積子
秋田ワークセンター縫製課は、

利用者16名、職員6名で、エプロ
ン各種、枕各種、小袋各種、トラ
ンクス、軍手、割烹着、予防衣、
ままごと用組布団・亀の甲等を自
主生産し、福祉施設を中心に訪問

販売を展開しています。また、知
的障害児者用の保護着、園児の制
服、座布団、手提げ袋等の特別注
文も承っています。
一度お使い下さった方々から

は、安価で丈夫と好評を得ており、
更にニーズに応えるべく、日々研
鑽を重ねながら作業に励んでいま
す。

自主生産品の一部です。柄は色々あります。

すてきな小袋を10名様にNo2
身体障害者授産施設　はまなす園
大嶋　幸雄
はまなす園木工芸品加工科で

は、古代杉や桜の樺皮を材料とし
た「しおり」の模様付けの作業を
行っています。細かい模様をピン
セットで並べアイロンこてで止め
てひもを通し袋詰めをして完成で
す。他にも、古代杉を長方形に編

む茶托、茶筒の部品作業に取り組
んでいます。
手作りの暖かさと手触りの素朴

さが感じられる一品となってお
り、『春のビックプレゼント』用
に2枚組を4枚組セットにしまし
た。施設などでの記念品としても
いかがでしょうか。

古代の手触りと温もりが今蘇ります。

古代杉しおり4枚組セットを20名様にNo3

案したいと思います。

①「老・障・少」宣伝課題です。

65歳以上が16.7％（全国）、

30％を超える市町村もザラで

す。一人ぐらし・老人世帯・

健康・医療・痴呆・ねたきり

……さて、これをどうするか。

高齢化に伴う疾病や交通事

故・犯罪など社会的要因によ

って障害者が増え続けていま

す。

不登校・中退・校内暴力・

いじめ、そして少年犯罪。少

年問題を解くカギは「七・

五・三」にある気がしてなり

ません。高校生の七割・中学

生の五割・小学生の三割が

「授業がよくわからない」（文

部省調査）。

②「無関心・非協力・不参加」

宣伝活動の視点です。

こうした住民の意識を変

え、こうした人達を巻き込ん

で福祉のネットワークをどう

形成するか。

③「読者こそ主人公」宣伝活動

のすすめ方の基本です。

読まれ親しまれるポイント

は「読者のニーズ」に応え、

「読者を思いきって登場させ

る」ことにあります。確信を

持ってすすめましょう。読者

は待っています。

カコミって何？
タタミって何？？

特別養護老人ホーム　東恵園
主任寮母　近藤　則子

前施設で機関誌
づくりに携わって
いたとは言っても
名ばかりだった私
が、新しく異動し
た施設でも機関誌
の係りとなった。
今回の研修で、

最初は、気持ちも
足どりも重く参加

したというのが正直なところでした。
しかし、広報の意義、魅力ある紙面
づくりについて等々、講師の石田先
生の熱い熱いご指導に〝目からうろ
こが〟の連続。レイアウトの実践で
は、満足にケイ線も引けずカコミや
タタミのマス目の字数計算に悪戦苦
闘しましたが、利用者の生き生きと
した姿の見える紙面づくりをとの思
いを強くした研修となりました。

利用者の方に撮って
いただいた写真で
す。

広報講習会　講師　石田　章
（株）シィーム代表

障害福祉コース　イタリア・スイス・フランス　９日間
H12.10月28日～11月5日

知的障害者更生施設　吉野更正園
指導主任　長谷川　正一

今回、幸いにも海外研修に参加

する機会を頂き有難うございまし

た。秋深まるミラノ、ジュネーブ、

パリの三都市9日間の訪問でした。

訪問施設は一都市2ヶ所計6ヶ所に

及び、充実した研修を受けること

ができました。

どの施設でも考え方の基本にあ

るのはキリスト教の教えが重要な

位置を占めていると言う事でし

た。

職業訓練施設での話の中で「利

用者を大きさの違うコップにたと

えて大中小とあったら、それぞれ

の器を一杯にする。能力もその人

にあった器を一杯にすれば良い」

と話された事が印象に残っていま

す。また、常に利用者の障害に合

った細かなプログラムが組まれゆ

ったりと接している姿を見るにつ

け自分達が慌ただしく毎日を過ご

しているのに反省もさせられまし

た。

研修の合間にはヨーロッパの歴

史的建造物の見学や自然を満喫す

る機会もありました。特にレオナ

ルドダビンチの描いた「最後の晩

餐」の絵は感動ものでした。その

他シャモニーでは雪に覆われたモ

ンブラン、収穫が終わり紅葉した

ぶどう畑、ジュネーブの美しい街

並み、パリではベルサイユ宮殿、

エッフェル塔、ノートルダム寺院

……きりがありません。各国のお

いしい料理の味も忘れる事が出来

ません。

皆さんも是非機会を見つけてヨ

ーロッパの地を踏んでみてはいか

がでしょうか。大満足の9日間で

した。

大聖堂前にて、中
でのミサを行って
いる様子を見るの
は初めての体験で
した。荘厳な雰囲
気の中で賛美歌を
歌い祈りを捧げて
いました。

ここでは、いろい
ろな職業訓練場所
があるようですが、
私たちは印刷工程
を見学しました。
初めて見る印刷現
場ほとんど機械化
されています。

これは、初めて目
にするものですが、
ベットで寝るとき
にギブス？　この
型に固定されて眠
るそうです。

これも同じような
型です。質問とし
て、床ずれや圧迫
傷害など無いかと
の質問に全くない
と答えていました。

これが、ご存じ
「ピッツア」です。
30センチあまりの
大きさに一同びっ
くりこれで一人前
です。がんばって
食べました。

昼からワインなど
飲みながら雑談…
と言ってもフラン
ス語がわかりませ
んが何となく雰囲
気でわかります。
※ヤマニ財団…サウジアラビ
アの元石油相のＹＡＭＡＮＩ
氏の基金。事故などで脳損傷
により障害になった人たち
（全身麻痺）の施設です。

みなさん、食い入
るように見ていま
す。カメラやビデ
オの撮影もＯＫで
すがフラッシュは
厳禁です。しかし
フラッシュをたく
不届き者もいます。
係員に厳重注意で
す。

この場所では、電
子部品の袋入れを
やっていました。
お揃いの作業服で
がんばっていまし
た。

広報のノウハウ学べます



時代は確かに変わりつつあります。 「福祉」に対するイ

メージの変化、それは「社会福祉基礎構造改革」という行

政の枠組を飛び越えて日本の、特に若い人達の仕事感や職

業選択の際の前向きな動機づけとなってきました。そうで

す、そこで「ひろがれソウエル秋田」なのです。学びたい、

遊びたい、出会いたい、安心したい、豊かになりたい、頑

張りたい……たくさ

んのウイッシュを叶

えてくれるソウエル

クラブの存在を知っ

て、又一人ステキな

若者が福祉の現場に

仲間入りして来そう

です。

ＺＺＺ……。「おっと、いい気持ちで眠っちゃうところ

だった。」そう！　私のうれしい記念品はマッサージ機な

んです。仕事柄、それともお年のせいか、首、肩、腰、腕、

膝、疲れているんですよねー。でもお風呂あがり、このマ

ッサージ機で、首すじ、肩とマッサージしてると本当にい

い気持ちになっちゃ

うんですよ。私にぴ

ったりの記念品でと

ても感謝しています。

さぁ、今日も一日の

疲れをとり、明日又

若さあふれる！？

笑顔で、子ども達と

向い合いたいですね。
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ひろがれ　　　　　 秋田

結婚お祝品贈呈

出産お祝品贈呈

永年勤続記念品贈呈

12年度加入しました

■宛　　先■

〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5

秋田県民間社会事業福利協会

「ひろがれソウエル秋田 VOL.5」

プレゼントクイズ　係

■締　　切■

平成13年4月27日（金）消印分まで有

効。当選者の発表は、応募締切後に

賞品等の発送をもちまして代えさせ

て頂きます。

■応募方法■

専用ハガキにて応募して下さい。

（福利協会会員のみ対象）

・答えのヒントは、3ページです。

・希望のプレゼント番号は必ず

記入して下さい。（一つだけ）

・専用ハガキは、今後の広報活

動や企画充実に向けた記入欄

を設けています。ご協力よろ

しくお願いします。

問
　
題

◆次の◯の中にあてはまる文字を入れてください。

福利厚生センターは
会員のニーズに応えて○年になりました。

知的障害者授産施設　小又の里
主任指導員　成田　誠
社会福祉法人秋田福祉協会小又

の里は、雇用されることの困難な
方が入所して訓練を行うとともに
職業を与えて自活させることを目
的としています。
作業科も、畜産科、園芸科、農

林加工科、木工科、縫製手芸科の

5科からなり毎日の作業にもかか
わらず利用者全員が真剣に取り組
んでいます。
木工科では、現在ガーデニング

製品や花器台の製作をしておりま
す。特に今回プレゼントする花器
台は上質の欅を丹精込めて製作し
たお奨めの一品です。

これ一つで、お花もへ～んしん！！キラリ☆

けやきの花器台を５名様にNo4

No5

No6

No7

次の目標は、出産祝い
山本町在宅介護支援センター（社協）
看護婦　　児玉幸恵
昨年11月に結婚し、ソウエルクラ

ブからお祝いの商品券を頂きました。

交際費など何かと出費が多い中、

突然の臨時収入に喜びもひとしお。

早速、商品券で、「土鍋」を購入。し

ばらくは、しゃぶしゃぶ、すき焼き、

キムチ鍋を繰り返しました。

仕事が遅くなっても鍋なら手間入ら

ず。仕事と主婦業の両立に一役買っ

ています。

今後も、支援センターの業務に励

む傍ら、早く出産祝いが頂けるよう

ガンバリます。

出産祝いを頂いて
知的障害児施設　若竹学園
保育士　鎌田　亜希子
職場の方から、ソウエルクラブで

出産お祝品贈呈があると聞き、思い

もかけない事に、何を頂けるんだろ

うと心弾ませていた私です。2つの中

から私は全国百貨店商品券を選びま

した。平成12年7月26日、女の子を出

産し、現在7ヶ月になります。女の子

と言えば、かわいい服を着せられる

事が楽しみの一つです。商品券は、

迷わず服を買う為に使わせてもらい

ました。一歳になったら着るミニー

マウスのスカートです。

沢山のお祝いを頂き、本当にあり

がとうございました。

20年の節目にうれしい記念品
城南園
副主任保育士　虫明　恵美子

福祉の仕事─今、しゅんです。
知的障害者更正施設　杉の木園
指導員　月橋　幸子

寝返りがとっても上手になりました。クマさんの帽子、
似合うでしょう。

わたしのデスクです。（左側）

大森山グリーン広場への園外保育
地域の雪まつり…今年もヤッタゾー!!
雪像コンクールで見事連続2位？

平成7年夏の大会、金足農業がベスト8まで勝ちすすんだ年の「3回戦」。
勝った瞬間、とても感激しました。

紹介します。

心ウキウキする春
おいしいコーヒー･紅茶で
くつろぎませんか？
オリジナルブレンドコーヒー200ｇ

10名様へご進呈！

秋田市保戸野通町6-23
TEL･FAX018-823-7658
定 休 日　第2・第4日曜日
営業時間（10:00～19:00）

〒018-5141
秋田県鹿角市八幡平湯瀬温泉

TEL0186-33-2277

○宿泊料金　10％割引（ホテル企画商品含む）
○日帰料金　５％割引（ホテル企画商品含む）
○ボウリング　1ゲーム　　　　 50円引
○プール（宿泊・日帰・外来共）50円引
○サンタンルーム　　　　　　　50円引

ソウェル優待内容

名鉄観光 秋田支店

全国有名ラーメンセット（8食分）
●北海道ラーメン　●尾道ラーメン
●喜多方ラーメン　●熊本ラーメン

湯瀬ホテル
充実の施設とまごころのおもて
なしでくつろぎのひとときを

但し、ゴールデンウィー
クを除き、平日利用で９
月末までのご利用としま
す。混み合うこともあり
ますので、当選者とはご
利用日の調整をお願いし
ます。

1組2名を一泊2食付き
無料ご招待！

毎年好評をいただい
ております。「お泊り
上手宿泊利用券」です
が、この春よりバージ
ョンアップしてさらに
充実いたしました。家
族旅行に職場旅行にぜ
ひご利用下さい。

10名の方にご進呈！
TEL018-824-3301（代）
〒010-0921 秋田市大町三丁目5番

特別養護老人ホーム
松涛園
介護職員　佐藤　実

私と甲子園 ～感動のある場所を求めて～

私は、幼い頃から「野球」が大好きで、特に「高校野

球」を見ている時は、とても幸せな気分になります。初

めて甲子園球場を訪れたのは、今から13年前の夏でした。

以来夏は10回、春は4回「甲子園」に行き、球児たちの

熱闘を十分に楽しんでいます。

「甲子園」の魅力は、何と言っても高校生が全力でプ

レーをする「姿」です。試合ですから、勝ち負けはある

訳ですが、最高の舞台でのひたむきな「プレー」は、私

の心に多くの感動を与えてくれています。又、球場を照

らす熱い太陽、さわやかな風、応援風景など直接「肌」

で感じる事ができるのも、甲子園観戦の大きな魅力のひ

とつです。

これまで数多くの熱戦を観てきましたが、21世紀も毎

年のように通い続ける事でしょう。自分自身を成長させ

てくれる「甲子園」。感動のある場所へ。

名鉄観
光

おすす
め旅館

全121軒

多彩な事業展開

まめまめハウス通町店
世界のコーヒーと紅茶、豊富な
品揃えで満足。

珈琲豆・紅茶・ハーブティー
の量り売り

10％割引
（セール期間を除く）

ソウェル優待内容


