
秋田�

Vol.8

ソ│ウ│ェ│ル�

れ�ひ�ろ�が�れ�ひ�ろ�が� 2004

舞
台
の
一
瞬
に�

い
の
ち
を
か
け
て�

戎本　みろさん�
（ミュージカル『男鹿の於仁丸』於仁丸役から）　　　　　　　�

わらび座舞台俳優。長崎県出身、役者歴15年。�
主な出演作品：『男鹿の於仁丸』於仁丸役、『春秋山伏記』大鷲坊役、�
　　　　　　　『アテルイ』ヒラテ役�
　　　　　　　『山神様のおくりもの』弥之助役、『龍姫』七郎役�
スペインの画家ホアン・ミロにあやかった本名。�

えびすもと�
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ソウェルクラブ申請していますか？
《ソウェルクラブ加入事業所事務担当の方へ》

・結婚お祝い品‥‥‥‥‥‥‥1万円の商品券

・出産お祝い品‥‥‥‥‥‥‥1万円の商品券

・資格取得記念品‥‥‥‥5千円相当の記念品

・永年勤続記念品 ‥‥‥‥年数ごとの記念品

・会員の死亡弔慰金

・配偶者の死亡弔慰金

・入院見舞金(就業中、通勤中の事故)

・クラブ・サークル活動助成

・生活習慣病予防健診費用助成

※申請洩れのないようにお願いいたします。

ご不明な点は福利協会事務局へお問い合わせ

ください。（TEL 018-864-2703）

広報「ひろがれソウェル秋田」vol.8
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＜み　ん　な＞
・右手のひらを下に向けて水平に
回す。

＜元　　気＞
・両ひじを張り、両手こぶしを同時に
上下させる。

モデル　E.K カット　H.K

■誰にも可能性があります。新しい自分との出会いさがしに、
わらび座へ行きませんか。
■福利厚生の充実は、職場をさらに元気にします。
「みんな元気」を手話で表現すると‥‥

下鍋倉保育所　
調理員　　佐々木　富貴子

今までいろいろな懸賞に応募してきま
したが、当選することがなかった私。そ
の頃妊娠していて「妊娠している時、懸
賞に応募すると当たる」という話を聞き、

早速応募しました。すると本当に当選し
「きりたんぽセット」が送られてきまし
た。早速ご馳走になり、家族みんな大満
足。きりたんぽ鍋を食べて心も体もポッ
カポカになりました。あの頃お腹にいた
子も今では、つたい歩きをして元気いっ
ぱい。4月29日で1歳になります。

心も体もポッカポカ

もうすぐ1歳になります。

息子（脩
しゅう

）と私です。

特別養護老人ホーム
すこやか横手
介護職　内藤　せい子

思いがけない当選に、大変喜んで主
人と共に、夏の県北旅行で湯瀬ホテル
に宿泊させて頂きました。十和田湖周
辺はまだ1回も旅をしたことがなかった
ので、私共にとって今回の当選は結婚

20周年記念となり久々の想い出話に花
が咲きました。天気にも恵まれ絶好の
ドライブ日和でした。十和田湖周辺の
景観のすばらしさを満喫し、湯瀬ホテ
ルでは大きなゆったりとした部屋でく
つろぎ、風呂でのんびり汗を流し、食
事も大変美味しく、私共にとっては近
年にないリフレッシュ旅行になりまし
た。

思いがけない　リフレッシュ旅行

夫婦水いらずでゆっくりしてきました。

おしらせ

TEL0187-44-3939  FAX0187-44-3334�
秋田県仙北郡田沢湖町卒田字早稲田430  http://www.warabi.or.jp/

※宿泊は、シーズンやご利用人数によって価格が変わります。�
　詳しくはお問合せ下さい。�

ペアで1組様ご招待�温泉ゆぽぽ1泊2食付�
優待内容�

●宿泊料…………………通常価格より10％引き�

●食事処「ばっきや」でのお食事………5％引き�
●田沢湖ビールレストランでのお食事…5％引き�
●クラフトわらびでの手作り体験………5％引き�
●日帰り入湯料……………………………5％引き�
●わらび劇場での観劇�
　              指定席（一般）3,675円→2,835円�
　              自由席（一般）3,150円→2,362円�

「2004年、たざわこ芸術村は銀河の世界へ」�
　4月17日から始まるミュージカル「銀河鉄道の
夜」。東北を愛した宮沢賢治の代表作を、同じ東北
に根ざしたわらび座が、最高のスタッフと共に創
りあげます。四季折々の彩をみせるたざわこ芸術
村にも、銀河の世界が広がります。ここから、夢の
幻想列車の旅にでかけませんか。�

日帰りで、お泊りで、楽しさいろいろ�

春�の� プレゼント�ビッグ� NO.8

矢立育成園の「きりたんぽ
セット」があたりました。

「湯瀬ホテル」無料ご招待
あたりました。



15年度、加入しました�15年度、加入しました�
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私は春からミュージカル「男鹿の
於仁丸」で全国をまわり、９月から
は「よろけ養安」で県内をまわりま
すが、わらび劇場では宮沢賢治原作、
ミュージカル「銀河鉄道の夜」が始
まります。あのミュージカル「アテ
ルイ」のスタッフが生み出す「銀河」
がいまを生きる私達にどんなメッセ
ージを届けてくれるのか、実は私自
身が楽しみにしているのです。

高校の頃、岩手の郷土芸能・鬼剣
舞を体験したことがわらび座に入っ
たきっかけになった。この踊りには、
生きるために必要なパワーがある。
踊りきった時、今まで「自分はおと
なしい人間だ」と自分の可能性を潰
していたことに気づいた。「鬼剣舞」
を通して知らない自分を発見でき、
自信がついたからこそ今の自分があ
る。

八年前、稽古中にわたしは演出家
にこう怒鳴られた。ひととして、役
者として大切なことは、ひとを理解
しようとする気持ち、思い遣る気持
ち。そこを努力しようとする意識が
ないと、自分勝手だった私なぞは役
を理解することはできないなあ、技
もみがきつつ、人間みがかねば、と
いつも思う。

舞台は生もの。毎回お客様の反応
も違うし、自分の心に沸き立つもの
も違う。舞台にいる時の自分が一番
好きだし、全身全霊かけられる仕事
に出会えて幸せだと思う。自分自身
の気持ちが高ぶるほど、舞台に血が
騒ぐ。

さに至れり尽せりの品々、本当に

ありがとうございました。

福利厚生サービスの充実してい

るソウェルクラブ。私もいろんな

制度を利用し、永年勤続20年の記

念品ゲットを目指して、これから

も楽しい保育を心がけていきたい

と思います。

本荘双葉会　本荘保育園

保育士　佐藤　茂里

15年度、ソウェルクラブに加入

し、ジョギングシューズ・ステン

レスボトル等いただきました。園

外保育の際にはジョギングシュー

ズを履き、ステンレスボトルには

麦茶を入れＧＯ！私の足取り軽や

かに、子どもたちの喉も潤い、ま

ひろがれ　　　　　 秋田
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「春秋山伏記」大鷲坊役

「男鹿の於仁丸」於仁丸役

新しい自分との出会い

NO.1春�の� プレゼント�ビッグ�

ソウェルクラブで楽しさ倍増！

ソウェルでピース

15年度、加入しました�15年度、加入しました�

出産祝品は、若い職員はもとよ

りベテラン職員も少子化対策の一

助として励んでいただく「糧」に

なったようで……？その他野球な

どの活動助成金を申請、それはそ

れは有意義？に活用させていただ

きました。

今後も豊富なサービスに期待し

ています。

男鹿偕生会
特別養護老人ホーム 偕生園　
事務員　江畑　明人

ソウェルクラブへ加入して一年

が過ぎました。この一年間で様々

なサービスを利用させていただき

ました。入会して間もなく1人1品、

好きなものを選べるという健康生

活用品給付、皆さん「貰える物は」

と真剣に選んでいたようです。

今年も、継続!!

今年も、クラブ・サークル活動助成申請します

わ�ら�座�へ行こう�び�

「アテルイ」ヒラテ役

舞台に血が騒ぐ

「アテルイ」から「銀河鉄道の夜」へ

「あんたはひとのいたみがわからへん」

観劇無料ご招待券
ペアで

ミュージカル　
「銀河鉄道の夜」
4月17日（土）～1月30日（日）

20組様へ

ホテルサンルーラル大潟の牧尾総料理
長から作り方を伝授して頂きました。

健康管理は　
大事です！

魁聖園　澤田石香さんの
長男　尚（なお）くん

広報紙講習会は広報担当者の強い
味方です。16年度は7/15～16
に開催（県社会福祉会館）します。

職員の万一の際に

秋田市スポーツ大会から

みんなのために、
本当の幸福をさがすぞ！



児虐待などどこの国でも頭を悩ませて

いるが、積極的に耳を傾け、多くのイ

ベントに参加させ、ボランティア団体、

関係者すべての人と地域ぐるみでコミ

ュニケーションを取り合い協力しあっ

て、児童・青少年の保護と早期発見に

あたっていた。

さて、私達が住む日本は比較的異民

族との交流は少ない。オーストラリア

は、先住民と多くの移民(世界中から)

によって成り立っている。様々な人種

や多言語使用を含め、文化、風習、生

活面での違いがあることから、保育・

教育関係者の苦労は大変なものがある

ように思えた。

共通言語である英語を使って「自己

主張」できる能力を幼児の段階から身

につけさせる教育などは徹底されてお

り、「個」を大事にする点は注目され

る。また、第三者評価は当たり前のよ

うに行き渡っている分、施設の安全衛

生などは厳しい規則が課せられていま

した。

行政機関を含めた６ヵ所の児童福祉

施設を研修訪問してきました。

ニュージーランドのクライストチャ

ーチ市役所では、児童・青少年育成に

対するサービスや保護について、幼児

や児童虐待などの取り組みを聞くこと

ができた。オーストラリアも含めてだ

が、保護者が子どもに対して虐待や怠

慢(ネグレクト)が多い印象を受けた。

その背景にあるものを解決していく難

しさも教えられた。

青少年が今何を求め、必要としてい

るのか、各種団体・地域住民も入り、

電話での相談や、青少年を取り巻くす

べての課題を吸い上げて各部署に通達

し処理されていた。青少年の犯罪、幼

とにかく各分野で調和と融和をはか

る暖かい心を持った不断の努力があり

ました。

私共の保育界もきめこまやかなサー

ビスを行っているが、海外研修を通じ、

改めて家庭における子育ての支援・援

助がどのようにしたらできるのかを見

つめ直すきっかけとなりました。

施設も街も自然に囲まれ、緑が豊富

で、のびのびとした空間やゆったりと

流れる時間は感動ものでした。百聞は

一見に如かずですね。

快適モニター・1台4役の「不快指数・
時計・温度湿度計」をいただきました。

ヘルパー　関　満
みつる

今回頂いた記念品は、事務室の壁に掛け、
社協職員のちょっとした健康管理やその日の
訪問先で話のきっかけになるなど、いろんな
面で役立っています。これからも次の資格へ
向けて頑張っていきたいと思います。

「コンパクトシュレッダー」をいただき
ました。

ヘルパー　金　享
きょう

資格取得記念品を頂けることを知り、
数種の中から選ぶ楽しみと、記念品が届
いたときの喜びを頂きました。現在は私
のペットの巣材を作ることにも活躍し、
大変重宝しております。

ひろがれ　　　　　 秋田
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15年度、加入しました�15年度、加入しました�

になりました。色々な事業内容が

紹介されており、参加してみたい

講習会や交流事業などがたくさん

ありました。これからは、もっと

ソウェルクラブのことをよく知っ

て、職場の仲間と一緒におおいに

利用していきたいと思います。仕

事に彩りをそえ、いつまでも元気

で楽しく働いていたいです。

鹿角市子ども未来事業団

子育て支援センター

指導員 石坂　千雪

ソウェルクラブに加入している

と実感したのは、入学祝の商品券

をいただいた時でした。うれしく

て、何を買ってあげようかと随分

迷ったことを思い出します。それ

からは、広報などもよく見るよう

はじめまして！どうぞよろしく！！

鹿角市児童センターで、職員と利用者の人と一緒に撮
りました。ピースしているのが私です。 みんな竿灯の妙技に感嘆↑

←魁聖園の
大イベント夏まつり

15年度、加入しました�15年度、加入しました�

できる会員が4人おります。さらに、

永年勤続記念品の５年にも申請で

きる頃となり、当初からいる職員

は今から楽しみにしています。い

ろんな面で福利厚生が充実してい

ることは、私たちの励みとなり、

楽しみも増えました。さあ、洩れ

なく申請しなくちゃ！

旭川やすらぎ会　
特別養護老人ホーム 魁聖園
事務職員　三浦　リサ子

歴史も浅い当法人ですが、職員

の福利厚生は充実あるものにと15

年度から加入しました。各事業の

利用はまだ少ないのですが、大変

助かる「生活習慣病予防健診費用

助成」を申請しているところです。

また、今年は、「入学祝」を申請

今から楽しみです。

2003�
年度�

児童福祉コース　�
ニュージーランド・オーストラリア　9日間�
　　　　H16.1月24日～2月1日�

子吉保育園　
園長　　川嶋　真諒

大自然の児童福祉施設�
にふれて�
大自然の児童福祉施設�
にふれて�～子どもは宝・多民族・文化・�　　　　　　空間と時間のちがい～�

世界遺産ミルフォードサウンドにて

オペラハウス・ジョージタウンブリッジの
踊りを見ながらディナークルーズ

世界的にも有名なフィヨルド大自然を
クルージング

知的障害児と家族を支援する団体との交流にて

クライストチャーチ市役所訪問では、ロビンムー
ア氏との熱心な話し合いができました。

資格取得記念品 資格取得記念品を頂いて　─ 象潟町社会福祉協議会の二人から

これからもがんばります

横手マリア園　
事務員　　真田　恵美子

「おはようごじゃいまちゅう！」と
元気にあいさつしてくれる、とっても
可愛い子供達の中、保育園の事務員と
して10年。元気な声に励まされ、屈
託のない笑顔、職員、家族に支えられ
楽しく仕事できたことに『たくさんの
ありがとう』をこめて、感謝でいっぱ

いです。
この度、永年勤続の記念品として健

康用品を頂きました。健康だからこそ、
この仕事を続けられる事に喜びを感
じ、子供達の若さに負けないよう心身
共に若く、パワーアップ、バージョン
アップしたいものです。

永年勤続記念品 たくさんのありがとう　

マリア園一同です

西仙北町社会福祉協議会
福祉活動専門員

小山田　和幸

昨年10月に結婚し、ソウェルクラ
ブから結婚祝いを頂きました。そのお
祝いの使い途は、式の1ヵ月後に出発
した新婚旅行の諸準備費用へと役立て
させてもらいました。
一生に一度の新婚旅行とはいえ、大

事な忙しい時期に1週間も休暇を頂
き、社協事務所のみんなには大変ご迷
惑をおかけしました。
今回のようにソウェルクラブの制度

を利用するにあたって、他にも様々な
サービスメニューがあることを知り、
改めて魅力的でいざというときに頼り
になる存在として実感しました。

結婚お祝い品 結婚祝いを頂いて

「ローマの休日」をしてきました（笑）

特別養護老人ホーム　南寿園
介護士　　石黒　郁子

只今、２児の母となり育児休業を頂
いています。そしてソウェルクラブか
らは第１子の時と同様、今回もお祝い
の商品券を頂きました。普通はここで
購入品の報告なのでしょうが、物持ち
が良いせいか実はまだ使っていませ

ん。ですから非常に○得感があり余計に
うれしいです。この楽しさ膨らむ贈り
物は育児奮闘中の自分へのご褒美にし
よう!!いいえ、やはりかわいい二人の
姫達に「いいもの」をプレゼントしよ
うと思います？？？
さあ、買物へ出発だ!!今度こそ使わ
せて頂きます。

出産お祝い品 楽しみはこれから

ホントはこうなのにィ　　とよくいわれています。

な�

チャイルドケアセンターにて。先生と子供さんと
一緒に。後列、右から二人目が筆者。
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■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.8」

プレゼントクイズ　係

■締　　切■

平成16年５月１0日（月）消印分まで有効。

当選者の発表は、応募締切後に賞品等の

発送をもっ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。記入者には、ソウェルクラブ特

製粗品、先着100名様に進呈。

ご協力よろしくお願いします。

春�の�プレゼント�ビッグ�

ク�イ�ズ�

◆次の◯の中にあてはまる文字を入れてください。

ソウェルクラブが
○○にします。

問

題

16年度、加入します�16年度、加入します�

ます。その反面結果の見えにくい

業務であるため、業務におけるス

トレスは多いと思います。その中

で福利厚生面においては、多種で

魅力あるサービスメニューのソウ

ェルクラブへ16年度から加入する

ことになったので職員みんなで期

待しています。

幸楽会　
特別養護老人ホーム　幸楽園
事務　小野　明子

福祉施設は契約の時代となり、

一層の高品質サービスの提供を求

められております。特に、介護職

員集団は日々の業務に追われる中

で個別サービス対応や詳細な記録、

新しい試みなど様々な点で努力を

重ねている姿を見て感心させられ

16年度加入に寄せて

みんなそろうと話の花が咲きます。

昭和町ディサービスセンター
看護師　菅原　久美子

昨年、二人の子供が中学校へ入学し
ました。長男は陸上部に、長女はバレ
ーボール部に入りました。部活の準備
の為、色々と揃えるものがあったとこ
ろへ、運よくソウェルクラブから頂い
たお祝い品があり助かりました。二人
とも「思いがけないプレゼントだね」

と言い、練習用のＴシャツやソックス
など気に入った物を購入し、大変喜ん
でいました。帰りの車の中で「またお
祝い品がくるといいね」といった子供
の言葉に、私も子供が喜ぶことは何度
あってもいいかなと思いました。ちょ
つと虫がいいかな。

入学お祝い品 二人の子供への中学校入学お祝い品

私を追いこしてしまいました。

身体障害者療護施設　愛光園
主任介護士　高橋　雅彦

施設に勤務し早20年。病院とは縁
がなかった私ですが、ＰＴＡのバレー
ボール大会の練習中に左アキレス腱断
裂。手術、入院、やっとの思いで職場
復帰。ホッとしたのもつかの間、今度
は勤務中に、踏み台にしたテーブルが

割れ床に転落。左アキレス腱再断裂。
痛いのと職場への都合の悪さと……不
運な年となりました。
そんな中、福利厚生センターから手

厚い入院見舞金を頂きました。入院・
治療費に役立てることができ、本当に
助かりまとした。
お蔭様で、現在、元気に勤めさせて

いただいております。

共済事業給付金（傷害入院保険金） 運動前の準備体操怠らず

～松尾芭蕉！奥の細道味街道～
［ホテルエクセルキクスイ会場］

明星保育園　園長補佐　須田　礼子
名案うかぶ。
今年度も中盤を過ぎ、元気と精一杯の気持ちを込めて、

日々子ども達に接してくれる職員に「ありがとう」の思い
と職員の食事研修を兼ねて"明星グルメツァー"を提案したと
ころ、大喜びの参加となりました。

いつも耳にする食材が料理人の
手にかかると芸術品になって、一
品一品が出されるたびに胃袋が満
たされ、職員の談話も弾みました。
自然薯すり実演と講和の後、と

ろろ麦飯のおかわりまでし、皆々
に充実の時を共有できました。

エクセルキクスイ
じねんじょ（やまのいも）すり実演です。

～北東北の旬の素材を使用する本格的洋食～
［十和田ホテル会場］

知的障害者更生施設　鹿角苑
生活支援員　中村　光子

今年は、ぜひソウェルクラブの食事会に行こうと心待ち
にしており早速予約を入れてＯＫをもらい、その日を楽し
みにしておりました。
当日はちょっとおしゃれをし職場の仲間たちと出かけ、

いい気分で到着。
料理長からお料理の説明を受け一品一品味わいながら大

変おいしくいただき大満足しまし
た。その後、入浴し十和田湖を眺
め景色のすばらしいことにまたま
た大満足してきました。その感動
は同じ鹿角に住んでいてもまたす
ばらしいものでした。早速自宅に
戻り娘に報告し、今度はあなたと
行こうねと！　　　　　

乾杯！楽しくゆっくり
味わいましょう

みんなで行こう！！ 十和田湖を眺め
おいしくいただき感謝

油断大敵。諸準備に注意を払いましょう。

メ�ニュ�い�ろ�い�ろ�ー�


