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どんなに辛いことがあろうと、夢を諦めるな。必ず叶う、そう信じて努力しろ。�
日々闘い抜け。夢を諦めた瞬間、成長は止まる。�
（クィーンズカップ・2004にて。オリンピック出場を決め喜ぶ、アニマル浜口・浜口京子親子です。）�
�
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編 集 後 記

＜希望（夢）＞
・手のひらを下に向けた右手の指
先を揺らしながら頭を出す。

＜持つ＞
・手のひらを上に向けた右手を、荷物を
持ち上げるように上にあげながら握る。

モデル　E.K カット　H.K

県北報公会
児童養護施設　陽清学園
栄養士　　齊藤　真美子

懸賞に応募する前から「もし当選した
ら」を考える気の早い私。娘も9ヶ月に
なり、「絶対これだ」と「きりたんぽセ
ット」に応募。本当に当選してしまいま
した。娘も大きな箱を興味深々と触って

は、きりたんぽ鍋が出来るのを今か今か
と待ちました。初めて口にするきりたん
ぽと鶏肉、まいたけのスープに娘も大満
足の様子。おかわりが欲しいと指差して
訴えました。こんなに小さくても秋田の
味がわかるのにびっくりでした。これが
きっかけで大の和食好きの娘になりまし
た。

娘もきりたんぽ大好き

年末に撮りました（9ヶ月）

横手市社会福祉協議会
訪問入浴事業所
管理者 柿崎　重子

ようやく春らしい日差しが「さくら」
のつぼみを大きくふくらませてくれて
います。
先日は、毎日の忙しさにパワーアッ

プできるようにと元同僚だった友人と
美味しいお食事をごちそうになるチャ

ンスに出会いました。
美味しいお料理はもちろんのこと、

友と語り合いながらのひとときは、私
を満ち足りた気持ちにしてくれました。
このような時間を持つことは、仕事を
楽しく和やかに、また利用者にも笑顔
で接する原動力にもなります。みなさ
んもこのようなひとときを持ちません
か。

笑顔こぼれる美味しいプレゼント

今度は若い同僚と食べに行ったらいい

かしら？　前列右端が私です。

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.gr.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2組様ご招待�
優待内容�

●宿泊料…………………本体価格より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�

日帰りで、お泊りで、楽しさいろいろ�

  NO.8                  ミュージカル�
「よろけ養安」観劇チケット�の�

「養安先生がわらび劇場に帰ってきた 」�
2004年の県内公演で大好評だった、あの名
作がわらび劇場でロングラン公演。院内銀山
に実在した医師「門屋養安」の半生を、泣きど
ころ、笑いどころをちりばめたミュージカル
で描きます。いくつも人生の峠を越え、命の
火を守り続けた「よろけ養安」をお見逃しなく
（8／28まで）�

!

！�

矢立育成園の「きりたんぽ
セット」があたりました。

横手セントラルホテルの
お食事券あたりました。

※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）

お�知� せ�ら�お�知� せ�ら�

《ソウェルクラブ加入事業所事務担当の方へ》�
　春です    入学お祝い品を申請しましたか。�
　　　〈小学校・中学校が対象です。〉�
　その他に下記の事業もお忘れなく申請をお願いします。�

・入学お祝い品…………5千円の商品券�
・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、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�

※ご不明な点は福利協会事務局へお問い合わせください。�
�

ソウェルクラブ申請�
していますか？�
�

！�！�

笑顔こぼれる美味しいプレゼント

娘もきりたんぽ大好き

■アニマル浜口さんの「気合だー！」は、2004年流行語大賞
のトップテンに入賞。心の底から叫ぶと夢が叶いそうな説得
力があります。書籍プレゼントにご応募ください。今回も、
明るく楽しい事業参加の話題を提供していただきました。内
容に、日々、前向きなかかわり方を感じます。

「希望（夢）を抱く」
を手話で

表現すると・・・



会員数の増加に伴って、サービスメニューは38種類に拡充！�

職員の余暇活用のために�

会員の声を反映した地域に密着した事業�

職員の資質向上のために�

●指定保養所・・・厚生年金宿泊施設等全国に285か所�
　ソウェルクラブから会員1人1泊2,500円の助成�
　利用回数の制限なし�
●海外リフレッシュツアー�
　3連休を活用した割安な短期海外ツアー�
●クラブ・サークル活動支援�
　1人当り　1,000円�
●テーマパーク�
●国内・海外旅行�
●レンタカー�

職員の健康管理のために�
●生活習慣病予防健診費用助成�
　30歳以上の会員に対し、検査項目に応じて、原則として1人当たり2,830円
～4,120円（乳ガン、子宮ガン検診を受診された場合は4,940円）を助成�

●健康生活用品給付�
　全会員に毎年度、健康関連用品�
　（17品目の中から希望する1品）を贈呈�
●スポーツクラブ�
　全国771か所のスポーツクラブを�
   法人会員料金で利用�
●電話健康医療相談�
　通話料・相談料無料�

職員の慶事のお祝いに�
●結婚祝1人当り　10,000円の商品券�
●出産祝1世帯当り10,000円の商品券�
●入学祝1人当り　　5,000円の商品券�
●資格取得記念品�
　（介護福祉士・社会福祉主事等）�
　1資格当り　5,000円相当の記念品�
●永年勤続記念品�
　1人当り5,000円～120,000円相当の記念品�
　勤続満5年から30年まで5年刻みで贈呈�

●住宅ローン　最高5,000万円　●特別資金ローン　無担保で最高300万円�
●クレジットカード　�
　初年度カード会費無料、2年度以降1,000円引き�

職員の万一の際に�

職員の生活サポート�

●会員の死亡弔慰金　60万円�
　就業中・通勤時の事故による場合、3倍の180万円�
●会員の配偶者の死亡弔慰金　10万円�
●会員の入院・手術見舞金�
　就業中・通勤時の事故による場合、1日につき�
　1,000円（事故の日から180日まで）�
   手術を行った場合には5万円～20万円加算�
●災害見舞金　1法人20万円、1人1万円�

●海外研修�
　老人、児童、障害の3分野に分けた専門研修と幹部職員向けのマネ
ジメントコースの4コースを設定�

●講習会�
　・広報講習会�
　・レクリーダー�
　　　　　養成講習会�
　・接遇講習会�
　・パソコン講習会�
●情報誌�
　施設長を編集委員とする経営者、�
　職員のための情報誌を年4回発行�

●会員交流事業�
　各都道府県単位で催される会員交流事
業（旅行、観劇、食事会、スポーツ大会な
ど）に割安な費用で参加　　�

割引料金で�

受講料及び�
　教材費無料�

｝�

｝�

社会福祉の職場を魅力あるものとするために、経営者の皆さんが力を合わせて作り上げ
たのが、福利厚生を行うソウェルクラブ（福利厚生センター）です。�

秋田県の
加入者3

,704人で
す。�

全国の加
入者は�

170,00
0人突破

!!

17年度�

新規会員
募集中�

我が家は、娘の京子と私と妻初枝
の3本の矢で闘ってきた。そこに息
子の剛史が加わり4本の矢となった
とき、2002年京子の復活劇が生ま
れた。温かい家庭、全員が力を合わ
せられる家族、当たり前のようだが、
それがなくては闘えない。
私は家族や道場生の前では、生の
ままの生き方をさらしている。生の
ままというのは、自分に正直にとい
うことだ。内部に揺るぎないものが
なければ、自分に正直に生きること
はできない。また、私はあらゆる場
面で泣いてきた。悲しいとき、嬉し
いとき、悔しいとき、感情をさらけ
だして泣いてきた。だから人前で泣
いても恥ずかしいとは思わない。素
直な自分の思いをキャッチボールす
べきだ。
京子は中学生のとき、全国から水
泳のエリート選手が集まる水泳部に
所属していた。勝てないだけならま
だしも、次第に周りから取り残され
居場所がなくなっていくことに耐え
られなかった。そんなとき「おとう
さんみたいなプロレスラーになりた
い」と私に打ち明けたのだった。

それから、私のジムでボディビル
のトレーニングから始めた。
「がんばれ、京子。人生負けるこ
ともある。悩むこともある。迷うこ
ともある。だが、突き落とされたド
ン底から、どう立ち上がれるかだ。
夢をあきらめるな。夢をつかめ。」
私は娘の後姿を追っていた。その時
の妻との会話は次のとおりだ。
「あんた、あんたすごいよ。やっ
ぱしあたしが惚れただけのことはあ
るね」「何言ってんだ、おまえは。
朝っぱらから」「すごいって褒めて
るんだよ。だってそうじゃない。あ
れからまだ1ヶ月だけど、京子、ホ
ント変わったもん。前みたい、いや
前より明るくなって、イキイキして、
あの娘が元気がなかったときは家中
暗かったもんね」「そうだな」「そう
だよ。おばあちゃんも『うちはお父
さんでもっているんだ。お父さんに
任せておけばいいんだよ』なんて笑
ってるし」

その後、私は娘に目標を持たせよ
うと決意した。京子ならできる。京
子はそれに向って突き進むに違いな
い。
「気合ダァ！」「最後は勝つ」

海岸にも近く高級住宅街での朝夕
の散歩はこれまでの出張宿泊では
味わえない格安充実空間を満喫堪
能できました。
また、休日にはぶらりと「玉川
温泉そよ風」に行ったところ、カ
ウンターに会員割引表示があり、
その分思わぬビールを“もう一杯”
頂くことができました。公私共に
うれしいソウェルです。

慈泉会　サンワーク六郷
施設長　　石川悦郎
これまでの町役場職員を退職し
て、知的障害者の純白で素直な表
情に魅かれるまま法人を設立しま
した。知的・身体の複合通所施設
に、デイ、居宅介護と小規模多角
的経営をしています。
ロフォス湘南の研修の際、さっ
そく会員割引の宿を探し、逗子の
「ＫＫＲ松汀園」を利用しました。
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ソウェル入会で行動域が広がった16年度、加入しました

家族の絆�それが全ての基本となる�
アニマル　浜口�

気� “� ”�合�ダァ�！�
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また、24時間対応の電話健康

医療相談は、無料でサービスを受

けることができます。これは、聞

きたいと思った時に気兼ねなく電

話できるので、心強いものです。

とても魅力あるサービスで新年

度も迷う事なく継続します！

秋田県手をつなぐ育成会　

事務員　三浦　美保子

ソウェルクラブへ加入してすぐ

に、健康生活用品の申請をする時、

おなかに赤ちゃんがいたので「家

庭の医学」を選びました。その後、

無事に出産し、「出産お祝品」も

いただきました。その本は、“子

育て”にとても活躍しています。

子育てにも心強いソウェル!!16年度、加入しました

ひろがれ　　　　　 秋田

クィーンカップ2003.足利市民体育館にて。

（写真提供：フォート・キシモト）

気合ダー！

気合ダー！

気合ダー！…

アテネオリンピックにて。
（写真提供：読売新聞社）

家族です。

（写真提供：フォート・キシモト）
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福利厚生充実は、若い職員の励みになります！ 初めてのお正月は、おじいちゃん、おばあちゃんの家
でお祝いしました。

アニマル浜口・浜口京子
サイン入り書籍

余暇を楽しむ。メイクを楽しむつどいで美しさ
のポイントを学んでいます。さとみ温泉にて

ストレッチ・
ピラティスから

育
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海外研修マネジメントコース。ハ
ーバード大学創立者のジョン・ハ
ーバード銅像前にて。

職員の万一の際に

北秋田郡・鹿角郡社会事業職員
交流会グランドゴルフから

10冊 10冊 10冊

30名様へ

▲京子サイン入り ▲アニマル浜口サイン入り▲



アメリカの育児サービスは、ベビ

ーシッターが主流という概念が私の

中に根強く存在し、ニューヨークに

保育園があることを知っていつか自

分の目で確かめたいと思っていた。

研修で訪問した施設は６ヶ所。老

人介護施設２ヵ所、障害者施設２ヵ

所、そして保育園が２ヵ所とアメリ

カの４つの州を移動し視察した。

私の興味の先、ニューヨークの保

育園は、ビルの建ち並ぶ一角にあり、

国連に勤務する家庭の子が主に通っ

ていた。0・1才は１階、2才は2階

と年令と共に階が上がる。狭いなが

らも園庭があり、室内遊具・玩具・

設備等の環境は充実していた。どち

らかというと幼稚園的な傾向か？日

本の保育園とあまり差がないように

感じ、特別な驚きはない。

もう1ヶ所はサンフランシスコの

教会が運営する保育園。地域全体が

共働き世帯で、母子家庭が多く、治

安も悪くなってきていると説明をう

けた。低所得層の子どもが通うこの

園は設備に少々不足を感じるが、青

い空と広がる緑の自然環境に心が和

まされた。

どちらの保育園でも気になったこ

とは、保育料の高額なことである。

1人1ヶ月14～20万円を支払うのだ。

日本のような公的資金援助はなく、

ほとんどが会社か教会等の運営であ

るため、利用したい人がお金を支払

う仕組みだ。

国の政策、風土文化、民族性等

「所変われば」と言うがまさにその

通りである。

身の程知らずと思える「マネジメ

ントコース」は遠いアメリカにて

「日本の良さ　あれこれ」を再認識

することができた研修だった。素晴

らしい研修に唯々感謝。

全国の加入者で構成し、支え合って
いる組織ということが心強くもある。
若い職員（？）はＳＣ秋田を見て結
婚・出産祝金に希望を寄せ、それなり
の職員は生活習慣病予防等様々な事業
に期待している。私はその他〇〇金
（秘密です）となると「Ｓｏｗｅｌ秋
田」万歳！！である。
会員全員で日本の社会福祉を支える
ＳＣとして育てましょう。

アソカ福祉会　アソカ保育園
副園長　小田嶋　快夫
小泉内閣が誕生して早4年。自己責
任を旗印にあらゆる社会保障・福利関
係が掛金の増大と給付の縮小が続いて
いる（健康保険が典型的な例である）。
この時期にあえてSowelクラブ（以
下「ＳＣ」）に加入した本園は、標題
にあるように、事業や給付内容と掛金
の現状維持を願い職員の福利厚生向上
に強い想いを託している。
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Sowelクラブに過大な期待をせず、ほどほどに！17年度、加入します

な� ひろがれ　　　　　 秋田
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「パーカーペンセット」をいただきました。
デイサービス介護員
安保　恵子
お祝いの品を頂く機会もめっきり
少なくなり淋しいこの頃ですが、
「資格取得のお祝いに好きな品を」
と言われて本当にうれしく思いまし
た。退職したら楽しんで日記なり、
家計簿なり書いてみようと思い「パ
ーカーペンセット」をいただきまし
た。本当にありがとうございました。

「クロックラジオ」をいただきました。
デイサ－ビス生活相談員
村岡　順一
その記念品は、妻の父にプレゼン
トしました。山菜やたけのこのシー
ズンになれば毎週のように山に出掛
け、楽しんでおります。そんな妻の
父は時間も確認でき、ラジオも聞け
るとあって、大好きな山に出掛ける
際の必需品となっておりとても喜ん
でおります。

資格取得記念品に感謝～藤里町社会福祉協議会の二人から～資格取得記念品�

横手城南高校、体験学習のお姉さんと一緒に。 次の目標に向け、頑張ります！
（二人とも、今回は「介護支援専門員」を取得）

ニューヨークの貿易センター跡地。
右から2人目が私です。

ニューヨーク。チルドレンオールディスクー
ルにて。2才児クラスのさくらちゃんと一緒に。

サンフランシスコの保育園にて。

サンフランシスコ。障害者自立センター
“ＣＩＬ”代表のレベッカさん（車いすの方）。
彼女は弁護士の資格を持っています。

ハローウィン。仮装した子ども達と。
サンフランシスコの昼食先にて。

北欧3カ国の児童福祉施設を訪ね、
日本と同様に子どもが健全に育つ場
所として、また子どもをもつ親の就
労を支援する制度のひとつとしての
保育園の存在は大きい。
今我国で活発に論議されその方向
性を懸念する幼保一元化について
は、すでに法改正のもとに、その区
別なく就学前教育施設という名称で
小学校への円滑な接続、移行のため
の『保育教育』が実施されていた。

教育の基本はイタリアのReggio
Emilia（子どもは素晴らしい才能を
持っている。子どもは100の表現・
発見・世界を持っていると考える教
育法）に学び、系統的な保育実践
（刺激の環境構成）を心掛けている
という。
子育て、就労という人間の基本的
行為にも男女平等の政策が打ち出さ
れ、女性の就業率の高さに子どもは
『1歳までは親が育てる』という基本
的な考え方に見え、育児休暇、育児
休業手当等母親への就労支援が国に
より保障されている。また、父親に
も育児参加が義務付けられている。
男性も子育ての機会を取得できるの
で北欧の街並では、日中バギーを押
して歩く男性の姿を目にすることが
多かった。子育ての平等性、親子が
共に接する機会を大切にしながら

『次世代の人を育てる』『弱い立場の
人を支える』真の福祉が、長い歴史
や生活の中に存在しているように思
いました。
北欧の社会保障制度はこのような
安定成熟期にある。高い水準の福祉
を支える税高率化だけでなく、将来
の見通しを確実にする為の政策等各
世代別に明確に実施され、それを国
民が評価・選択をしていた。国の政
策は、その国民性が反映されている
ものであるが、我日本はいつまでも
北欧に対し憧れの国という意識で終
わってはいけないと痛感した意義あ
る研修であった。

2004�
年度�

スウェーデン、ストックホルム。
市営の統合就学前学校の近くで。小学生と。

デンマーク、コペンハーゲン。
公立保育所の保育風景。
（ここは、0歳～3歳の子どもが一日暮らす

乳児院に近い。）
家庭的雰囲気に溢れ、静かにゆったりと穏や

かに時が流れ、保育内容の中に落ち着いた活動
の展開がある。保育士が見守りと同時に的確な
かかわりで能動的に動ける環境が大きく作用し
ているのだろうと視察しながら思った。

昼食風景から。主食は芋。小人数での食事。自分
が食べるものは自分でお皿に入れる習慣をつけま
す。食材は有機栽培等。いわゆる環境にやさしい
ものを使用。おもちゃ等もプラスチックを避け、
なるべく自然の素材を使ったものを購入してい
る。

スウェーデン、ストックホルム。
プラザホテルで夜ミーティングをしています。

ノルウェー、オスロ。
駅前広場で小学生と交流。



里帰り中の妻にお祝いで頂いた
商品券を持って遊びに行った時、
買わないけど競馬好きな妻が「木
馬をほしい」と言うため探しに行
くと、対象年齢3～5才の表示が
ある馬のおもちゃに惹かれ、先の
事と知りながらも購入しました。
早く乗れるように大きくなってほ
しいです。

花輪ふくし会　
知的障害者更生施設鹿角苑
生活支援員　石川　直樹
「おぎゃー」とは聞こえません
でしたが、「生まれました！」の
声に眠気は飛んでいき、初めて抱
いた時とても感動した事を覚えて
います。「キラキラと輝いてほし
い」という願いを込め「星斗(き
らと)」と名付けました。

6

出産お祝い品� 息 子 へ

7

ひろがれ　　　　　 秋田

酔っぱらいパパと食事中。

心�体�も�も�イキ�イキ�

男鹿ことぶき会　
特別養護老人ホーム　寿恵園
栄養士　船木　初美

「心も体もイキイキ」と題したスト
レッチピラティスに、職場の「冬ソナ
おばさん」4人で参加しました。
張り切ってついつい力が入り、顔を

引きつらせ頑張っていると、先生から

「息を止めないで～。頑張り過ぎない
でぇ～。」と声がかかる始末。一同吹
き出してしまう程、とても和やかな雰
囲気の中で、楽しい時を過ごしました。
年と引力には逆らえない事を実感し、
それでもめげずに今年も「冬ソナおば
さん」、色々な催しに参加しようと張
り切っております。

今回参加した仲間と、日頃密かにトレーニ
ングしている器具を使って写してみました。
自慢のボディラインを見せられなくて残念！

日新保育園
保育士　　大門　康子

自称熟女の私。フェイスストレッチ
ングにはシワやたるみ予防等の効果が
あることを知り、さっそく参加させて
いただきました。
私より年上とは思えない若々しい野

口先生の姿に効果を確信し、気がつく

と仕事以上に真剣に鏡を覗き込んでい
ました。最初は思うように表情筋を使
う事ができず体全体に力が入ってしま
いましたが、慣れてくると少しずつ意
識を集中できるように。表情の改善や
癒しの効果もあるとの事。エクササイ
ズを実行しながら熟女に磨きをかけて
いきたいと思います。

〈笑顔で決めよう好印象〉

〈自分の体と対話してみましょう〉

はじめてのフェイス　ストレッチング

冬ソナおばさんのチャレンジ！

特別養護老人ホーム　東恵園
事務員　 橋　由美子
今までミュージカルとまったく縁のなかった私が、ミュ

ージカルを観るきっかけとなったのは昨年、職場の同僚と
行った旅行でした。
終わった後も口ずさめるほど音楽

が、頭から離れずにいました。今回ソ
ウェルクラブの封筒を開けて、劇団四
季のミュージカルが秋田市であること
を知り一も二もなく名乗りを上げまし
た。果たして見事にチケットがとれて
観劇する事ができました。はるばる鹿
角から秋田市まで行った甲斐がありま
した。次回のミュージカルも是非と思
っている私です。

皆さんもいかが！
いっしょにミュージカル
※撮影：TAKERU

八森町社会福祉協議会
在宅介護福祉相談員　奈良　昌子
週末のセールを目がけて買い物に走る私達主婦にとって

“グルメ”なんて遠い存在でしたが、本格的な日本料理の味
覚を堪能する機会に恵まれ、至福のひとときを体験しまし
た。
百年も経つという趣のある建物、上品な色取りに盛りつ

けされた品々、それに負けない香
り高い料理の数々。思わず“生き
てて良かった”と感動。おまけに
その日偶然参加した同級生と十数
年ぶりに再会し、またまたビック
リ。毎日仕事や家事に追われる自
分に大きなご褒美となりました。 ねぇ、それすっごく

美味しいよ！！

「ジーザス・クライスト＝スーパースター」秋田公演から

口角アップで“笑顔美人”に。

ミュージカル�

生きていてよかった!！至福のつどい体験

「伝統の技と新しい味の創造、晩秋の味覚」
北秋くらぶ会場から

ク�イ�ズ�

の�

問
題

◆次の○の中にあてはまる文字を入れてください。

福祉の職場を○○にする
ソウェルクラブ

■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。

〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5

秋田県民間社会事業福利協会

「ひろがれソウェル秋田VOL.9」

プレゼントクイズ　係

■締　　切■

平成17年6月4日（土）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。


