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高橋尚子さん：プロフィール�

（写真提供：フォート・キシモト）�

1972年岐阜県生まれ。中学から陸上競
技を始める。�
2000年のシドニーオリンピックで金メ
ダルを獲得、同年国民栄誉賞を授与され
る。2年ぶりのレースとなった05年11
月の東京国際女子マラソンで優勝。 

自分らしく 輝いて
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財団法人秋田県民間社会事業福利協会
＜あなた＞

・右人差指でさす。
＜応援する／助ける／励ます＞

・親指を立てた左手の後ろを右手のひら
で軽く後押しする

モデル　E.K

大館感恩講　大館乳児保育園
保育士　　木村　美幸

幼少の頃住んでいた山形。懐かしさ
で出したクイズがまさか当るなんて…
…。
行く前からウキウキワクワクでした。

よく考えると、３歳の娘を連れて泊ま
りがけで旅行に行くのは初めて。ホテ

ルに着くと先ずお風呂へ。いつもは熱
くて湯船に入るのを嫌がる娘もちょう
ど良かったのか、ゆっくり入ることが
できました。これがきっかけで今は大
の温泉好きになりました。
料理もおいしく、特に「いも煮」は

懐かしかったです。幼少の頃に戻った
気分になりました。

初めての家族旅行

ホテル王将のロビーにて。
３歳の娘より大きく、立派でした。

男鹿偕生会
特別養護老人ホーム　偕生園
事務員　　笹渕　仁

我が事務所では懸賞応募は、密かに
皆コミット出しているようです。でも
私は知っています。ハガキが届けば速
攻で取りかかるＴ氏、それを横目で見
て負けじと書き始めるＥ氏、そんな２
人を微笑み返しておもむろに書き始め

るＡ氏。私も遅ればせながら初めて応
募してみました。
それがなんと諸先輩を差し置いて

「肉まんあんまんセット」をゲットし
ました。家族でおいしく頂きましたが、
大部分は子供の腹の中に。かろうじて
一個死守しました。次回も頑張ります。
ごっつおーさまでした。

ビギナーズ、ラック

我が偕生園ボーリング「3レンジャー」
挑戦者、待っている！左が私です。

の�

TEL0187-44-3939  FAX0187-44-3334�
秋田県仙北市田沢湖角館卒田字早稲田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  
「義経、わらび劇場�
　　　　　　に現わる!」�
日本人が最も愛するヒーロー・
源義経。その義経をわらび座
がついにミュージカル化!28
曲ものミュージカルナンバ
ーにのせて、東北の地を舞台
にどこにもなかった新しい
義経を描きます。乞うご期待!�
(2007年1月3日まで)

                ミュージカル�
「　　　　　　　　」�
　　　　　観劇チケット�

ホテル王将の「無料ご招
待」があたりました。

東天紅の「肉まんあんまん
セット」があたりました。

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�
　　（旅行券・ダイヤモンドネックレスなど37種類）�

平成18年度　永年勤続記念品贈呈対象者�

※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）�

ソウェルクラブに�
申請していますか？�
�

！�！�

勤続 5年�
勤続10年�
勤続15年�
勤続20年�
勤続25年�
勤続30年�

平成12年5月1日～平成13年4月30日就職者�
平成 7年5月1日～平成 8年4月30日就職者�
平成 2年5月1日～平成13年4月30日就職者�
昭和60年5月1日～昭和61年4月30日就職者�
昭和55年5月1日～昭和56年4月30日就職者�
昭和50年5月1日～昭和61年4月30日就職者�

ビギナーズ、ラック

初めての家族旅行

■広報「ひろがれソウェル秋田」を発行して10年になります。
また、号外「寄ってたんへ来てたんへ」など十数回発行して
きました。これまでのご協力に感謝します。
■ソウェルクラブは、あなたを応援しています。

編 集 後 記

「あなたを応援する」
を手話で

表現すると・・・



今の大きな目標は、次のオリン
ピック。あまりそれだけに思い悩
むよりも、毎日を自分らしくすご
していくことが大切だと感じます。
一生懸命練習をして、夜寝る前に、
「ああ楽しかった、今日も悔いなし
だな」と思える時間をすごしてい
きたい。そのことで毎日を輝かせ
ていけるはずです。

会員数の増加に会員数の増加に伴って、サービスメニューは4040種類に種類に拡充拡充！�

秋田県の加入者3,790人です。�

全国の加入者は�
170,000人突破!!

18年度�新規会員募集中�

会員数の増加に会員数の増加に伴って、サービスメニューは4040種類に種類に拡充拡充！�会員数の増加に伴って、サービスメニューは40種類に拡充！�
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�

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286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�

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751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�

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�

万一の際に�

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。�
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男鹿市・潟上市・南秋田郡社会事業
職員交流会ボウリングから�

広報コンクールでは、表彰式兼研修
会を開催。平成18年3月16日、県社
会福祉館にて�

秋田県社会福祉協議会、佐藤一
弘さんの双子、一仁ちゃんと弘
徳ちゃん。お祝いも２人分贈呈
されました。�

ストレッチ・ピラティスから�

私は走るときに、速く走りたい、
優勝したいといった思いだけで走
ることはありません。私が走るこ
とで、それを見ている人に何かを
発信できたり、元気を伝えられた
らいいなと感じています。
優勝することができた昨年11月

の東京国際女子マラソンを走ると
きも、復活したいとか、速く走り
たいとかいうことを考えてはいま
せんでした。受験に失敗して落ち
込んでいたり、リストラで悩んで
いたり、苦しかったときの私と同
じように、自分が暗闇の中にいる
ように感じている人に、私の走り
を見ることで夢をもってもらえた
らと思っていたんです。
一日だけの夢でも、何年かかか

る夢でも、夢をもつことによって、
今日一日そのために何ができるか
とか、生きているという実感をも
てると思います。

年齢にかかわりなく、誰にでも
一日24時間という時間はまったく
同じ価値があります。もちろん障
害をもった方も、あたえられてい
る同じ時間をどうやって輝かせる
かというときに、夢をもつことが
すごく大切なことだと思います。
そのことを伝えたい、私のことば
を聞いて、「じゃあ、私も」と思っ
てもらえることができたら、それ
が応援してくれた方々への恩返し
になると。

将来は、これだけ陸上にかかわ
ることができたことを生かし、子
どもたちが夢をもてるお手伝いが
できたり、元気をもってもらえる
ようなことを追求していきたい。
「Ｑちゃんの走る姿を見て、私

も走りはじめました」「仕事をまた
がんばります」、そういう手紙をも
らうのがすごくうれしい。今は一
生懸命走ることで、何かが伝えら
れたら、と思っています。

る研修をすることができました。
また、職員健診費用の助成も受け
て、初年度から十分に活用してい
ます。
新年度は、永年勤続、結婚祝い

等に該当する職員もおります。こ
れからも様々な制度を利用し、よ
り良い職場環境を目指します。

はねかわ保育所
事務員　　冨野　弥子
「職員の福利厚生の充実のため

に」と、ソウェルクラブに入会し
ました。すぐに健康生活用品の申
請があり、職員は楽しみながら選
んでいました。
職員研修旅行の際は、レンタカ

ーの割引制度も利用し、実りのあ

2

おたのしみいろいろ ソウェルクラブ ソウェルクラブを利用して
17年度、加入しました 17年度、加入しました

か�な�う�は�

3

だきました。)
夏休みに北海道、旭山動物園に

行った時もソウェルクラブが提供
しているホテルに泊まり、風呂良
し、お料理良し、プールありで親
子ともども楽しんできました。
「どこ行く?」、娘たちとハンド

ブックを広げ、次の旅行を考えて
いる今日この頃です。

湯沢民生協会　湯沢工芸授産場
指導員　　原田かおる
6月に入会したソウェルクラブ

から入学祝いが届いた。「2ヶ月遅
れだから貰えないかと思っていた
けど、問い合わせたら届いたのよ」
担当者の言葉になんと太っ腹な所
だとつくづく感心してしまった。
(わが家は双子のため2人分いた

ひろがれ　　　　　 秋田

＜メッセージは、高橋尚子さんと、全国障害者問
題研究会（全障研）の了承を得て、全障研月刊誌
「みんなのねがい」4月号スペシャルインタビュー
から、転載させていただきました。＞

（写真提供：フォート・キシモト）

研修旅行、加茂水族館にて　～山形県鶴岡市 上川アイスパビリオンにて、家族と。右端が私
～北海道上川郡

職員の万一の際に

30名様へ

か�な�う�は�か�な�う�は�か�な�う�は�
～メッセージ～�

高橋　尚子�

夢をもつこと夢をもつこと

毎日を輝かせて毎日を輝かせて

““元気元気””を伝えたいを伝えたい

大きな目標大きな目標

NO.1
の�

高橋尚子さんのサイン色紙
３名の方にプレゼント。

ご希望の方は専用ハガキに
て応募してください。
（応募方法は7ページに記
載。）



施設の部� 社協・団体の部� 保育所の部�

手作りほのぼの賞�

編集デザイン賞� 地域ふれあい賞�ワンショット賞� 手作り賞�

第4回広報コンクール回広報コンクール�
応募総数応募総数134134編�

入賞入賞2222作品決作品決まる� 秋田魁新報社　�
編集局　読者センター長�

高橋　則行�

編集作業を楽しもう
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第4回広報コンクール回広報コンクール�
応募総数応募総数134134編�

第4回広報コンクール回広報コンクール�
応募総数応募総数134134編�

第4回広報コンクール�
応募総数134編�

入賞入賞2222作品決作品決まる�入賞入賞2222作品決作品決まる�
　4年ぶりの第4回広報コンクールは、審査委員会
を2月10日に開き、入賞作品22編が決まった。�
　老人施設30紙。身障施設7紙、知的障害施設等
21紙、児童・保育所46紙、法人・団体・社協30紙
の応募があった。�
　表彰式は、3月16日持たれ、賞状や盾・記念品が
贈られた。�

3編�
交楽会�
知的障害者施設森幸園�

講　評�

「やまね」�
�
　ニュースあり、声あり、写真よし、編集もうまい。地域
の協力者や入所者の家族の声も載せており、地域住民
への啓発にも役立っている。読者こそ主人公の編集視
点がしっかり実現している。�

琴丘町社会福祉協議会�

講　評�

「ことおか社協だより」�

　なによりも毎月発行の努力を高く評価したい。ニュースが
たっぷりあり、写真もよく、読者の心をとらえる内容になっ
ている。社協に関心がない人にも見てもらう工夫をしている。
「今昔物語」は好企画でキャプチャーも良い。笑った！�

玉米福祉会�
みどり保育園�

講　評�

審査委員�

「園だより」�

　限られた紙面にたっぷり情報がつまり、企画も充実
している。カラーコピーの利点を生かして、子どもたち
の表情も豊かで、読者の心をひきつける。読まれるため
の工夫にあふれている。�

3編�

5編�

八竜山本ふくし会�
特別養護老人ホーム美幸苑�

・ひだまり� ・麓　郷�

・すくすく�

相和会�
和光保育園�

講　評�

「ひだまり」�

　各施設の記事を実に盛りだくさん載せ
ている。ヘルパーの声や利用者の声など
もよくのせており、家族が関心を持つよ
うにしている。�

秋田育明会�
知的障害者施設�
竹生寮・新生寮�
家族会�

講　評�

「ねがい」�

　利用者の楽しい作品で表紙を飾り、しかも、母
がその絵に文をつけている。読者の心をばっち
りつかんでしまった。「自立支援法」や「子ど
ものこと」など情勢もとかみあいつつ楽し
い行事の取りくみなど充実した内容と
なっている。二つの施設と家族会の合
同発行という点も評価された。�

慈泉会�
知的・障害授産施設�
サンワーク六郷�

講　評�
「麓郷」�

　企画も充実し、構成も良い。ニュースも
たっぷりあり、利用者の声・就職した人の
声・ヘルパー紹介など読者の顔がよく見
えるすてきな紙面となっている。�

秋田県民生協会�
知的障害者施設�
阿仁かざはり苑�

講　評�

「かざはり」�

　一面の写真は圧巻、見事なシャッターチ
ャンスである。親子一泊旅行は写真もすて
きで、出色の紙面になった。たくさんのニ
ュースと文章とのバランスもよく、表情豊
かな写真とあいまって高く評価したい。�

協和会�
はねかわ保育所�

講　評�
「こうさぎ・うさぎぐみだより」�

　子どもの表情が良い。思わず、こちらもニッコリしてしまう。父母
はそれだけ紙面にひきつけられる。子どもの名前をつけて様子を伝え、
子育てのミニ情報も掲載。手作りの良さを感じさせるほのぼのとし
た紙面。�

応募作品すべてに、審査委員長石田章氏の紙面批評紙を送付しています。事務局では、審
査委員会時の全作品紙面交流メモもとっています。さらに聞きたい方はTELを。�

講　評�

県北報公会�
知的障害者施設�
大野岱吉野学園�

「ほっと」�
県北報公会�
知的障害者施設�
大野岱吉野学園�

「ほっと」�

　読みやすいシンプルな構成。手作りでこれ
だけのものを毎月発行する努力は高く評価
したい。ていねいに目配りし作っている編集
の視点はすばらしい。親子日帰り旅行は泣か
せる。�

講　評�

雄勝福祉会雄勝福祉会�
特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム�
平成園平成園�

「思い思いやり」�
雄勝福祉会�
特別養護老人ホーム�
平成園�

「思いやり」�

　表紙は秀逸。表情が良い。内容が充実
しており、読ませる工夫が随所にある。
職員の意欲が伝わる。�
�

講　評�

コンクール審査委員�

佳作入賞作品一覧（10編）�

琴丘ふくし会琴丘ふくし会�
特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム�
希望苑希望苑�

「希望希望」�
琴丘ふくし会�
特別養護老人ホーム�
希望苑�

「希望」�

　多彩な内容で、写真とともに読者に温
かいものを伝えてくれる。地域にも
多く配布されており、地域の住民
にもよいメッセージになってい
る。�

講　評�
「すくすく」�

　B4判ヨコ型でタテ組み3段、うまい編
集である。「お世話になって4年目」「初め
まして」をはじめ、たっぷりお母さんの
声が載り、担任の声もあいまって読
み応えのある紙面。写真も良い。子
どもたちの表情に読者も和む。�

平成18年3月20～24日、県社会福祉会館ロビーに展示�

石田　　章 （株）シイーム　代表取締役�
澤井セイ子 秋田大学　教授�
高橋　則行 秋田魁新報社　編集局読者センター長�
三瓶　晃司 ABS秋田放送　報道制作局報道部長�
京屋　　太 秋田県健康福祉部　部長�
吉田　慶嗣 秋田県社会福祉協議会　常務理事事務局長�

広　報　名�
園だより　きりがおか�

玉葉荘だより�

友倉だより�

ひよこつうしん�

星城　園だより�

むつみっこ�

社協だより�

社協だより�

福祉だより　ふれあい�

社協だより�

法　人　名� 事業所名�
井 川 町 福 祉 会 �

秋 田 県 厚 生 協 会 �

秋 田 県 民 生 協 会 �

大 館 感 恩 講 �

明 星 福 祉 会 �

睦 福 祉 会 �

潟上市社会福祉協議会�

上小阿仁村社会福祉協議会�

羽後町社会福祉協議会�

桐 ヶ 丘 養 護 園 �

玉 葉 荘 �

友 生 園 �

大 館 乳 児 保 育 園 �

星 城 保 育 園 �

む つ み 保 育 園 �

横手市社会福祉協議会・十文字福祉センター�

�

変?と素直に感じました。すぐに
施設長へ相談し、昨今職員の福利
厚生費用は減少の一途ですが、魅
力ある職場作りと職員の資質向
上、優秀な人材確保のためと、理
事会へも説明し快諾を得ました。
あとは、加入職員一丸となり、元
が取れるまで活用したいと思いま
す。

榮寿苑福祉会
特別養護老人ホーム　うたせ苑
事務長　　土橋　和彦
ソウェルクラブについては以前

から知っていたが、昨年末の福利
厚生センター及び退職手当共済業
務実務研修会に参加し、改めて事
業内容の説明を聞きました。発足
当初の内容とは全然違う豊富なメ
ニューに驚き、加入しない方が

くれたのです。い
つの間にこんなに
準備をしたんだろ
うと思うほど、素敵な演出をして
頂きました。心温まる披露宴に、
ただただ感動と感謝の気持ちでい
っぱいでした。このチームワーク
の良いスタッフと共に、これから
もかゆい所に手の届く介護を目標
にがんばりたいと思います。

ともしび会
光峰苑デイサービスセンター
介護員　　舘岡　マリ
昨年７月に結婚し、さっそく頂

いたお祝いの商品券で、新生活に
必要な品物を買い揃えました。あ
りがとうございました。
職場の皆さんからからも盛大に

お祝いをして頂きました。それは
私達がしなかった披露宴を開いて

4

優秀な人材確保のために
18年度、加入します

地�域� か�け�橋�への� ひろがれ　　　　　 秋田

5

忘れられない思い出
結婚お祝い品�

職場有志で、一日市盆踊りに参加。 思わぬ演出に涙が止まりませんでした。

新聞社には「整理部」と
いうセクションがある。仕
事内容は、通信社から送信
される国内外の膨大なニュ
ースを取捨選択するほか、
記事の扱い（何段の見出し
にするか）の決定、見出し
付け、紙面のレイアウトな
どを行っている。いわゆる
編集作業である。
その部では、記者がじっ

と宙をにらんでいたり、頭
を抱えて呻吟(しんぎん)し
たりしている。見出しやレ
イアウトが出てこないらし
い。
新聞を編集する整理記者

はプロである。それが仕事
である。皆さんはお年寄り
や障害を持つ人たちの介護
や支援などのプロだが、編
集のプロではない。
ならば、広報の編集で

｢呻吟」するのはつらい。
楽しみながら編集しよう。

例えば「今回はこの写真を
大きく見せよう｣｢この記事
はぜひ読んでほしい」など
など。編集者が複数ならば
ワイワイガヤガヤ、１人な
らば心ウキウキと編集しよ
う。
編集者が楽しんで作った

紙面。その楽しさは、読者
にもきっと伝わるはず。た
だし、悪乗り、はしゃぎす
ぎ、独り善がりは禁物。
編集のプロ、素人にかか

わらず、共通したものがあ
る。｢編集方針｣だ。この広
報は誰に読んでもらうか
─。それさえ念頭にあれば、
載せたい記事、不必要な記
事や写真は、自然に決まっ
てくるのではないか。
広報の向こうにはたくさ

んの読者がいる。その人た
ちの笑顔が見えるような広
報作りを期待したい。



りました。
おかげさまで、ミルクや離乳食

をたくさん食べ最近では、ハイハ
イやつかまり立ちができるように
なり、順調に成長しております。
今後もソウェルクラブの素敵な

取り組みに期待しております。本
当にありがとうございました。

母子生活支援施設
秋田婦人ホーム
少年指導員　　尾留川　昭彦
昨年の6月に長男が誕生しその

お祝いとしてソウェルクラブから
ＵＣギフトカードを頂きました。
ちょうど哺乳瓶や離乳食の食器な
ど買い揃えなくてはならないと思
っていた時だったので、大変助か

6

出産お祝い品�
いやー、早いものです。

7

ひろがれ　　　　　 秋田

もう少しで10ヵ月です。

心�体�も�も�イキ�イキ�

大仙市社会福祉協議会太田支所
主任　　大信田　祐子

四人四種の個性溢れるふるさと方言
丸出し、喜劇といってよいのか、時に
はホロリとさせるシーンが何ともいえ
ないアクション物語。それぞれの土地
の方言、聞いていて土の匂い、心のぬ
くもりが伝わってきます。昔から言い

伝えられてきた言葉と心を大切に、口
に出して自慢してほしい。俳優の皆さ
んも自信たっぷり方言を活かして演技
していたのが心打たれました。それに
も増して、熱気溢れる演技のエネルギ
ーを自分の体に受け入れ、明日に向け
る元気を頂きます。最高のエネルギー
源吸収、明日も頑張ろう。

たざわこ芸術村小劇場ファイナル公演から
歌って踊って、お国言葉ペラペラ、大笑い涙
して元気一杯。

大仙市社会福祉協議会
神岡支所　
主事　　高橋しげ子

昼食後の体操だったので、きついも
のがあるかなと少し不安でしたが、年
齢に合った無理のない、ゆったりとし
た動きでした。終った後は不思議なく
らい体が軽くなり、午前中の重苦しい

くらいのどっしり感が嘘のようになく
なっていました。
背筋を伸ばし胸を張って歩くこと、

普段何気なくとっている行動でも、ち
ょっと気をつけるだけでいろいろなス
トレッチにつながっていることを知り
ました。これからもこのような企画が
あれば進んで参加したいと思います。

身も心も軽やかに

笑いは健康のもと

心も体も軽やかに

ここに幸あり、結婚相談所！を観劇して

あっという間にダイヤモ
ンド婚ならぬ30年勤続者に
なり、素敵なダイヤモンド
のネックレスを頂きました。
ソウェルの会員は様々な特
典があり、何より同じ福祉
施設に働く仲間との交流も
あり、たくさんの出会いの
中多くのことを学べる会で
もあります。

花より団子と申しますよ
うに、5年刻みの勤続年数
に応じて、色々な品物が選
べる楽しみもあります。こ
れも働く一つの励みになっ
ているのかも。ぜひ皆様も
福利厚生の充実しているこ
の会へご加入を。そして、
輝くダイヤを手に！

頂いたネックレスを
して記念撮影。ダイヤが
３個、30年勤続にぴったり。

平成18年3月26日県南2地区
会員交流事業「ストレッチ体操」から。

輝いて頂戴

永年勤続記念品贈呈に心がはずむ

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。

ソウェルクラブの
サービスメニューは○○種類

■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.10」

プレゼントクイズ　係

■締　　切■

平成18年５月31日（水）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。

秋田聖徳会　第二ルンビニ園
園長補佐　　柏崎　光子

大勢の参加者の中から勇
気を出し、「なりたい自分に
挑戦してみよう」と、モデ
ルになり鏡に映る自分の姿
を見て、とても照れくさい
私。
会場に集う参加者の視線

が私に集中する中、私の顔
がイキイキと変身してきた。
目元がスッキリ、視野が広
がる感じになり、背筋もピ
ーンと張り心地良い緊張感

を覚えました。プロの手際
良さに感心しました。
「鏡は、健康のバロメーター
で、おしゃれの活性化」、私
をとても新鮮にしてくれた
一日でした。スタッフのみ
なさま、ありがとうござい
ました。

チョット、変身？

わらび座
満喫day！

身体障害者療護施設　愛光園
主任調理員　　小西　レヱ子

アイシャドーの付け方を手ほどき中。
表情が明るく雰囲気も変わっていきま
す。


