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社協だより

ふれあい

2 0 1 9 年
９月20日

▶平成30年度　事業報告・・・・・Ｐ２～Ｐ３
▶平成30年度　決算報告、新役員報告・・Ｐ４
▶平成3１年度　会費納入報告・・・・・・Ｐ５
▶保険外訪問介護サービスほか・・・・・Ｐ６
▶寄付報告、創作教室報告ほか・・・・・Ｐ７
▶１0月の行事予定、脳トレクイズ・・・・Ｐ８

主な内容

住んでても　知らなかったよ　ここの道　
　昨年４月からスタートしているフリーウォーキング。
今年は多い日で２０名以上の方が参加しています。申込
不要でコースも距離もペースもすべて自由。自分にあっ
た無理のない「ウォーク」で仲間と一緒に楽しんでいます。
　春は桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪化粧と舘野公園の
季節の変化も楽しめますよ。

　●開催日　毎週火曜日　午前１０時スタート
　●集合場所　舘野公園南側入り口

▲舘野公園内の四
あずまや

阿で、談笑しながらちょっとひと休み

社協だよりは皆さんからいただいた社協会費と赤い羽根
共同募金の配分金により発行しています。 六戸町社協 検　索
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社協は「みんなで支え合いすべての人が安心して暮らせる 町づくり」を目指しています！

Ⅱ ボランティア活動の振興

Ⅰ 地域福祉活動の推進

平成30年度事業報告

■六戸町生活支援体制整備事業（町受託事業）
●協議体会議開催
　委員　１１名　開催回数　２回
●実務者ニーズ検討会　
　開催回数　１回
●生活支援コーディネーターの配置
●生活支援パートナー講座
　基礎講座　１回　参加者　１１名
　スキルアップ講座　１回　参加者　９名
●高齢者世帯の見守り体制の構築
・見守りサポーターの配置
　３８地区　見守りサポーター　１０６名
・ネットワーク会議
　開催回数　１９回
　延べ参加者１１４名
●地域支え合いフォーラム
　期　日　平成３０年１２月１９日（水）
　場　所　六戸町就業改善センター
　参加者　６３名

■緊急通報装置給付等事業（町補助事業）
　（福祉安心電話サービス事業）
　・加入世帯　　　　　　　　　　４２世帯
　・協力員　　　　　　　　　　　１２５名
　・中央センター着信状況　　　　　１３件
　・中央センター対応状況　　　　　　８件
　・町社協サービス実施状況　　　２５２件
　・新規加入者説明会　　　　　　　　９回

■ふれあいいきいきサロン（町受託事業）
上吉田サロン　　　　１０回／延　６７名
七百サロン　　　　　　７回／延１６９名
小平・柳町サロン　　１２回／延１２２名
鶴喰サロン　　　　　　６回／延１０３名
長谷サロン　　　　　　５回／延　３９名
大曲サロン　　　　　１１回／延２１９名
小松ヶ丘サロン　　　１１回／延１８７名
みなみサロン　　　　　７回／延１１３名
川原新田サロン　　　　３回／延　２７名
金矢サロン　　　　　　６回／延　３８名
押込サロン　　　　　　９回／延１０８名
沖山サロン　　　　　　４回／延　３７名
通目木サロン　　　　　５回／延　５１名
上町サロン　　　　　　８回／延１１９名
根古橋サロン　　　　　２回／延　１２名

■共助のための基盤づくり事業（町受託事業）
●住民座談会の開催
　５地区　延べ参加者　７０名
●不就労者に関する実態調査
●高齢者のみの世帯訪問　１４４回
●災害ボランティア連携研修会
　期　日　平成３１年１月２３日（水）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　参加者　３５名

■生活支援パートナー派遣事業
　・実利用者数　２人
　・パートナー派遣回数　３２回

■地域の支え合いの仕組みづくり推進事業
　（県社協補助金）
　●地域の夢を語る場ｉｎ小松ケ丘
　　期　日　平成３０年１０月１７日（水）
　　場　所　小松ケ丘地域交流館
　　参加者　１６名
　●小松ケ丘居場所づくり意見交換会
　　期　日　平成３０年１１月２８日（水）
　　場　所　小松ケ丘地域交流館
　　参加者　１２名
　●スポーツ吹き矢体験会
　　期　日　平成３１年１月３０日（水）
　　場　所　小松ケ丘地域交流館
　　参加者　２１名
　●居場所づくりのためのベンチ設置
　　期　日　平成３１年３月８日（金）
　　場　所　小松ケ丘地域交流館敷地内

■福祉団体への支援
●助成事業
　・町老人クラブ連合会
　・町身体障害者福祉会
　・町手をつなぐ親の会

　
■介護者支援事業
●在宅介護者の集い
　期　日　平成３０年１２月６日（木）
　場　所　はちのへゆーゆらんど新八温泉
　参加者　６名
●介護教室
　期　日　平成３１年２月２５日（月）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　参加者　６名

　
■広報誌等の発行
　・社協だより「ふれあい」
　　№５５号、５６号、５７号発行
　・社協通信「コラボ」　９回
　　№１１０号～１１８号
　・ホームページの運営・管理

■法人化３０周年記念　
　第２３回六戸町社会福祉大会
　期　日　平成３０年１２月２日（日）
　場　所　六戸町文化ホール
　参加者　２６４名

■社協まつり
　期　日　平成３０年７月２９日（日）
　場　所　六戸町文化ホール
　来場者　４７３名

■福祉協力員会議
　２回開催　延べ参加者　８４名

■援護活動事業
　●災害見舞金　なし

■出前福祉講座
　・車いす体験
六戸小学校５年　　　　　　３２名
大曲小学校５年　　　　　　３８名

　・高齢者疑似体験
六戸小学校６年　　　　　　４８名
大曲小学校６年　　　　　　３３名

　・手話体験
　　大曲小学校３年　　　　　　５２名
　　六戸小学校３年　　　　　　４０名
　・点字体験
大曲小学校４年　　　　　　４１名

　・アイマスク・ガイドヘルプ体験
　　六戸小学校４年　　　　　　２８名
　・昔の遊び
六戸小学校１年　　　　　　２９名

　
■夏！ボランティア体験２０１８
　・受入先　　　１６施設　
　・参加者　　
　　六戸中学校　３７名（延　６２名）
　　七百中学校　４８名（延　９４名）
　　六戸高校　　４４名（延　９３名）
　　その他　　　　１名

■施設ボランティア受入れ担当者研修会
　期　日　平成３０年６月６日（水）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　参加者　６名
　　
■法人化３０周年記念事業
　「ふくしの作文コンクール」
　応募作品　４１作品
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社協は「みんなで支え合いすべての人が安心して暮らせる 町づくり」を目指しています！

Ⅴ 組織体制の充実

Ⅳ 在宅福祉サービスの充実

Ⅲ 福祉サービス利用支援の
充実

　去る令和元年６月19日（水）開催の定時評議員会におい
て、平成30年度事業報告及び決算報告が承認されました。
　町民、関係機関・団体・施設など多くの皆様のご協力に
より事業を実施することができました。ありがとうござ
いました。

■収集活動
　ペットボトルキャップ　４２０㎏
　プルタブ　　　　　　　２０７㎏

■掃除ボランティア
　期　日　平成３０年１２月２６日（水）
　依頼世帯　８世帯
　ボランティア　１１名

■サンタクロースボランティア（小松ケ丘）
　期　日　平成３０年１２月２４日（月）
　訪問世帯　４世帯　７名
　ボランティア　６名

■心配ごと相談所運営事業（町補助事業）　
　開設日数　２４日
　相談者　　　４名
　※人権合同相談、行政相談含む

■福祉総合相談　
　新規相談件数　２３件

■生活困窮者自立相談支援事業
　継続件数　　　　２件
　新規相談件数　１９件

■「法律相談と自立相談」無料出張相談
　期　日　平成３０年１２月５日（水）
　相談者　なし

■日常生活自立支援事業
　契約件数　７件　　
　支援回数　１１４回

■福祉サービス苦情受付　１件
　　
■生活福祉資金貸付制度（県社協委託）
　平成３０年度申請・決定件数　なし
　３月末現在貸付件数　２５件
　　
■たすけあい資金貸付　０件

■高額療養費資金貸付　０件

　

■在宅介護用器具貸出
　・ギャッチベット貸出　２１台
　・車いす貸出　　　　　２９台

■移送サービス事業
　実利用者　３５名　利用回数　延４３７回

■訪問型サービスＡ事業（町委託）
　実利用者数　　　　　１９名
　延利用者数　　　　２１３名
　訪問回数　　　１，０１６回

■救急医療情報キット配布
　配布世帯　８世帯

■グラウンド・ゴルフ大会（町受託事業）
　平成３０年　５月２８日（月）／９７名
　平成３０年１０月２５日（月）／９８名
　
■元気はつらつ教室（町受託事業）
　毎週金曜日　４７回
　実参加者　３５名　延参加者　７６１名

■いきいき創作活動
　開催回数　６回　延参加者　１４２名
　
■町老人福祉センターの運営
　入浴日　100回　延利用者　３，３５２名

■ 居宅介護支援事業
　　実利用者数　　　　　　１２０名
　　認定調査件数　　　　　　５８件

■訪問介護事業
　　実利用者数　　　　　　４８名
　　訪問回数　　　　５，４８２回
　　訪問時間　　　　４，２６９時間

■ 訪問入浴介護
　　実利用者数　　　　　　１０名
　　訪問回数　　　　　　２５７回

■障害者福祉サービス
　　実利用者数　　　　　　　３名
　　訪問回数　　　　　　４５３回
　　訪問時間　　　　４９６．５時間

■障害者指定特定相談支援事業　６件

■理事会　　４回

■評議員会　３回

■監査会
　・社協監査　　　３回
　・県指導監査　　１回

■委員会
　・地域福祉委員会　２回
　・評議員選任・解任委員会　１回
　・活動指針策定検討委員会　１回

■しあわせネットワーク事業
　総合相談　　２件　
　経済的援助　２件　延７回　　
　フードサポート　２件　延２回

■社協会員の促進　
　会費合計　　　　２，９１８，０００円

■共同募金運動の推進
　共同募金合計　　１，８１６，１１１円

■実習生の受け入れ
　・ソーシャルワーク実習
　　東北福祉大学通信　１名　２４日間
　・職場体験　
　　六戸高校　　１名　３日間
　　六戸中学校　１名　２日間

■第２３回六戸町社会福祉大会　
【表彰の部】
田中　眞智子（町民生委員児童委員協議会）
畑中　徹子　（町民生委員児童委員協議会）
高森　好助　（町老人クラブ連合会）
長嶺　みつ子（町身体障害者福祉会）
小村　好子　（第二日の出保育園）
金矢活き行きサロン、小松ケ丘ふれあい
サロン、みなみふれあいサロン、川原新
田サロン、通目木サロン
馬渕　紀子　（若葉会）
高坂　ヒデ　（見守りサポーター）
竹中　トメ　（見守りサポーター）
長嶺　いね子（見守りサポーター）

【感謝の部】
寄付者
下田　和子、北見歌謡会、六戸町民ゴル
フ大会実行委員会、六戸町商工会建設工
業部会、六戸町商工会、㈱河野電気工業

【六戸町共同募金会】　
㈱ユタカ工業、オバラ薬品、滝沢産業、
㈲竹内青果

■第６８回上北郡社会福祉大会
【表彰の部】
　下田　サト（町身体障害者福祉会）
　六戸町商工会（寄付）

【感謝の部】　
　坂本　りつ

社会福祉発展に功績のあった
個人・団体の方々　　  （敬称略・順不同）
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平成30年度 決算報告
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

科　　目 決算（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

会費収入 2,918,000
分担金収入 39,000
寄付金収入 538,965
経常経費補助金収入 24,116,640
受託金収入 14,729,956
貸付事業収入 0
事業収入 865,799
介護保険事業収入 31,508,746
障害福祉サービス等事業収入 2,007,780
短期借入金収入 1,000,000
受取利息配当金収入 5,782
その他の収入 204,310
事業活動収入計 ⑴ 77,934,978

支
　
　
出

人件費支出 64,800,949
事業費支出 6,652,500
事務費支出 6,904,289
短期借入金償還金支出 1,000,000
貸付事業支出 0
分担金支出 10,000
助成金支出 235,000
負担金支出 795,700
事業活動支出計 ⑵ 80,398,438

事業活動資金収支差額 ⑶=⑴ー⑵ －2,463,460
施
設
整
備
等
に

よ
る
収
支

収入
施設整備等収入計 ⑷ 0

支出
固定資産取得支出 2,793,600
施設整備等支出計 ⑸ 2,793,600

施設整備等資金収支差額 ⑹=⑷ー⑸ －2,793,600
そ
の
他
活
動
に
よ
る
収
支

収入
積立資産取崩収入 2,960,000
その他の活動収入計 ⑺ 2,960,000

支出

基金積立資産支出 500,000
積立資産積立支出 395,202
その他の活動による支出 1,676,160
その他の活動支出計 ⑻ 2,571,362

その他の活動資金収支差額 ⑼=⑺-⑻ 3,88,638
予備費支出 ⑽ 0
当期資金収支差額合計 ⑾=⑶+⑹+⑼-⑽ ー4,868,422
前期末支払資金残高 ⑿ 38,487,703
当期末支払資金残高⑾+⑿ 33,619,281

事業活動計算書
科　　　目 決算（単位：円）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
　
　
益

会費収益 2,918,000
分担金収益 39,000
寄付金収益 538,965
経常経費補助金収益 24,116,640
受託金収益 14,729,956
事業収益 865,799
介護保険事業収益 31,508,746
障害福祉サービス等事業収益 2,007,780
短期借入金収益 1,000,000
その他の収益 204,310

サービ活動収益計 ⑴ 77,929,196

費
　
　
用

人件費 67,748,281
事業費 6,652,500
事務費 6,904,289
短期借入金償還金 1,000,000
分担金費用 10,000
助成金費用 235,000
負担金費用 795,700
基金組入額 500,000
減価償却費 1,012,736
国庫補助金等特別積立金取崩額 0

サービス活動費用計 ⑵ 84,858,506
サービス活動増減差額⑶=⑴ー⑵ ー6,929,310

サ
ー
ビ
ス
活
動

外
増
減
の
部

収益
受取利息配当金収益 5,782
サービス活動外収益計 ⑷ 5,782

費用
サービス活動外費用計 ⑸ 0
サービス活動外増減差額 ⑹=⑷ー⑸ 5,782

経常増減差額 ⑺=⑶+⑹ ー6,923,528
特
別
増
減
の
部

収益
特別収益計 ⑻ 0
固定資産売却損・処分損 198,279

費用
特別費用計 ⑼ 198,279

特別増減差額 ⑽=⑻-⑼ ー198,279
当期活動増減差額 ⑾=⑺+⑽ ー7,121,807

繰
越
活
動
増
減

差

額

の

部

前期繰越活動増減差額 ⑿ 30,985,181
当期末繰越活動増減差額 ⒀=⑾+⑿ 23,863,374
基本金取崩額 ⒁ 0
基本金取崩額 ⒂ 0
その他の積立金取崩額 ⒃ 2,960,000
その他の積立金積立額 ⒄ 0
次期繰越活動増減差額 ⒅=⒀+⒁+⒂+⒃ー⒄ 26,823,374

資産の部 負債の部
科　　目 当年度末（単位：円） 科　　目 当年度末（単位：円）

流動資産 37,614,771 流動負債 3,995,490
　現金預金 30,037,767 　事業未払金 3,284,740
　事業未収金 7,565,284 　預り金 11,666
　前払金 11,720 　職員預り金 699,084

固定負債 52,472,132
　退職給与引当金 52,472,132
負債の部合計 56,467,622

固定資産 89,397,225 純資産の部
　基本財産 1,000,000 基本金 1,000,000
　その他の固定資産 88,397,225
　　車輌運搬具 225,005
　　器具及び備品 1,422,368 その他の積立金 42,721,000
　　権利 220,440 　基金積立金 25,000,000
　　ソフトウェア 2,287,800 　人件費積立金 15,452,000
　　退職手当積立基金預け金 34,917,720 　備品等購入積立金 2,269,000
　　退職給付引当資産 6,602,892 次期繰越活動収支差額 26,823,374
　　福祉基金積立資産 25,000,000
　　人件費積立資産 15,452,000
　　備品等購入積立資産 2,269,000

純資産の部合計 70,544,374
資　産　の　部　合　計 127,011,996 負債及び純資産の部合計 127,011,996

資金収支計算書

貸借対照表（平成30年３月31日現在）

役職名 氏　名 選　任　母　体
会　長 田 中 孝 雄 学識経験者
副会長 松 浦 建 一 諸機関・諸団体
副会長 苫米地和夫 学識経験者
理　事 大 西 勇 雄 町民生委員児童委員
理　事 吉 田 桓 紀 住民代表
理　事 保土沢定一 住民代表
理　事 長 嶺 き み 福祉関係団体
理　事 岡 田 寛 視 福祉関係団体
理　事 小倉よしい 福祉関係団体
理　事 成 田 チ ヱ ボランティア団体
監　事 佐々木　毅 町民生委員児童委員
監　事 高 橋 一 雄 住民代表
監　事 村 上 一 夫 福祉関係団体

　任期満了に伴い、６月１９日の平成３１
年度定時評議員会において、理事及び監事
が選任され、同日の理事会において会長・
副会長の選定が行われました。

任期：令和３年度定時評議員会まで

新役員の報告



5

　会費納入に際しまして福祉協力員をはじめ、地域役員の方々のご尽力のもと多くの町民の皆様から
ご理解とご協力をいただくことができました。
　また、事業所様におかれましては地域福祉へのご賛同を賜り深く感謝いたします。
　皆様からお寄せいただきました会費は、「みんなで支え合い、すべての人が安心して暮らせる町づくり」
を目指す本会の地域福祉の各種事業を支える貴重な財源として役立たせていただきます。

平成31年度　六戸町社会福祉協議会会費のご報告
～　ご協力いただき誠にありがとうございました　～

・川尻商会　　　　　　　　　　　　・青い森信用金庫六戸支店　　　　　　・㈱漆舘組
・オレンジハート六戸バイパス店　　・㈱佐藤建設工業　　　　　　　　　　・社会福祉法人楽晴会
・オレンジハートまるとく店　　　　・さつき保育園　　　　　　　　　　　・㈱青森フジクラ金矢
・社会福祉法人メープル　　　　　　・㈲日研設備　　　　　　　　　　　　・野田重機建設㈱
・㈲六戸ヘルスセンター　　　　　　・㈲川村青果　　　　　　　　　　　　・㈱ニイヤマハウス
・六戸中央印刷　　　　　　　　　　・ひのでこども園　　　　　　　　　　・㈱河野電機工業
・六戸町商工会　　　　　　　　　　・㈲いろは木材　　　　　　　　　　　・第二日の出保育園
・デーリー東北六戸販売所　　　　　・㈲吉田造園企画　　　　　　　　　　・㈱カクタ
・マインマート鈴舎　　　　　　　　・㈱日産青森サービスセンター　　　　・㈱光建設
・㈲システムＤ　　　　　　　　　　・㈲エスポワール　　　　　　　　　　・㈱蹴和建設
・㈲小原タクシー　　　　　　　　　・蹴揚建設㈱　　　　　　　　　　　　・エスノス六戸福祉センター
・スノヤ薬局　　　　　　　　　　　・㈱ユタカ工業　　　　　　　　　　　・おいらせ農業協同組合六戸支店
・㈲田清建築　　　　　　　　　　　・デイサービスセンターにこにこプラザ六戸　　・㈲小野寺水道設備工業
・㈲六戸温泉　　　　　　　　　　　・こども園えがお　　　　　　　　　　・社会福祉法人希望
・幸寿し　　　　　　　　　　　　　・㈲楓プロジェクト　　　　　　　　　・青森県観光開発㈱

総　　額 会費種類 内　　訳 金　　額

２，８９５，８００円
一 般 会 員 ２，３７２世帯 ２，３８５，８００円
賛 助 会 員 ５個人 １０，０００円
特 別 賛 助 会 員 ７団体・２個人 ５０，０００円
団 体 会 員 ４５団体 ４５０，０００円

令和元年８月27日現在

・もりとみ　　・水無月　　・旅館たなか　　・㈲つばめ交通　　・豊文精米加工センター
・㈱トヨタレンタリース青森　　・介護タクシー村上　　・山内　瑞子（２口）　　・下田　和子

・佐藤　健一　　・高橋　貞子　　・三浦　菊世　　・小原　英雄　　・村越　ミドリ

【団体会員】（敬称略・順不同）

【特別賛助会員】（敬称略・順不同）

【特別賛助会員】（敬称略・順不同）
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六戸町社会福祉協議会では、利用者の多様なニーズに対応するため、介
護保険外の訪問介護サービス（ホームヘルパー）を実施することとなり
ました。これにより介護保険では提供できなかったサービスや介護認定
を受けていない方でもご利用いただくことができます。

★営業日　月曜日～金曜日　8：00～17：00　※12/31～1/3を除く
★対象者　・高齢者のみの世帯（介護認定を受けていなくても可）
　　　　　・要介護状態にある高齢者・障害者並びにその同居家族
★料　金　訪問介護員ひとり１時間2,000円（税込）　その後３０分追加ごとに1,000円（税込）

保険外訪問介護サービスはじめました！
あなたの暮らしのお役に立ちたい

【活動事例１】
　夫７３歳、妻７０歳（要介護２）の高齢者世帯

　ヘルパーが訪問し介護保険サービスとして妻の
食事の支度・洗濯を行えるが、夫の食事の支度・
洗濯はできません。しかし、保険外サービスを利
用し、妻の支援の後に夫の食事の支度と洗濯を行
うことができます。

【活動事例２】
　７７歳女性高齢者一人暮らし（要介護１）

　ヘルパーが訪問し介護保険サー
ビスとして部屋の掃除をした後、
そのまま保険外サービスで屋外の
庭の手入れを行うことができます。

◆◇◆◇◆　サービスの内容、詳細については下記までお問い合わせください　◆◇◆◇◆
六戸町社会福祉協議会　☎５５－２９４３　担当　飛内（とびない）まで

　この会議では運転免許の自主返納を推進していくためではなく、高齢者が
安心して運転免許を返納できるために『これから何が必要か』について話し
合うことを目的としています。現在行われているサービスや今後必要と思
われるサービスを含め、運転免許を返納しても安心して暮らせる町づくりを
一緒に考えてみませんか。

支え合いのまちづくり会議
運転免許を返納しても

安心して生活できる仕組みを
一緒に考えてみませんか？

日　時　令和元年１０月１７日（木）
　　　　１３：３０～１６：００
場　所　六戸町文化ホール　２階　視聴覚室
内　容　■講話　「運転免許自主返納支援事業と県内の取り組み（仮）」
　　　　　講師　十和田警察署交通課
　　　　■ワークショップ「安心して生活できる仕組みづくり」
申込み　令和元年１０月１１日（金）まで
　　　　六戸町社会福祉協議会　☎５５－２９４３　十文字・山崎まで
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▶六戸町グラウンド・ゴルフ協会
　会長　佐賀　均　様　　　　　　　１０，０００円
▶六戸町民ゴルフ大会実行委員会
　会長　五十嵐　健二　様　　　　　４１，８００円
※六戸町オープンゴルフ大会でのチャリティ募金を
ご寄付いただきました。

▶六戸町商工会
　会長　佐藤　陽大　様　　　　　　６３，５５１円
※「商工会の日」六戸町商工会親善チャリティゴル
フ大会での募金をご寄付いただきました。

▶匿　　　名　　　１０，０００円
▶下田　和子　様　２０，０００円

たくさんの真心をお寄せいただき
誠にありがとうございました。

みなさまの善意に感謝
（平成31年４月17日～令和元年８月27日まで）

チャリティゴルフ募金の目録を手渡す町商工会
佐藤会長（右）

いきいき創作教室
布ぞうり作り

　８月２６日（月）に老人福祉センターで布ぞうり作り
を開催しました。「前から作ってみたいと思っていた」
「できるようになって友達に作ってあげたい」など様々
な思いで参加してくれました。

完成した布ぞうりを手に笑顔をみせる参加者

　７月～８月に実施された夏！
ボランティア体験に町内外から
中高生127人が参加し、老人福
祉施設や保育園で活動しました。
子どもの世話に悪戦苦闘したり、
高齢者とふれあったり、活動を
通してたくさんのことを学ぶこ
とができたと思います。
　参加した生徒の皆さんお疲れさまでした。受け入れしてい
ただいた施設職員の皆さん、ありがとうございました。

　エスノスでは毎月第１土曜日に“地域サ
ービスデイ”としてホールを開放していま
す。介護や生活の相談もできます。一緒
にお茶とおしゃべりを楽しみませんか。
●日　時　令和元年１０月５日（土）
　　　　　10：00～14：00
●場　所　エスノス六戸福祉センター
●参加費　３５０円
●お問い合せ
　　エスノスクラブ事務局（杉山）
　　　電話　55－5601
　　　携帯　080－5739－8860

夏！ボランティア体験2019 エスノスクラブ茶話やか会



10月15日（火）は
　行政合同相談所開設します。
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【応募方法】
　ハガキまたは、メールにしりとり
の答え、住所、氏名、年齢、社協活
動に対するご意見ご感想を一言書い
てお送りください。
　正解者の中から抽選で５名に図書
カード５００円を差し上げます。
★応募〆切
　令和元年10月18日（金）
★宛先［ハガキ］　039-2371
　六戸町大字犬落瀬字柴山３－９
　六戸町社会福祉協議会行き
［メール］　rokunohe.shakyo.03
　　　　　@gaea.ocn.ne.jp

期　日 相談員
１０月　１日（火） 人権擁護委員　田澤孝三郎
１０月１５日（火） 行政相談委員　田中　茂樹

■時間
　９：００～12：00
■場所
　六戸町老人福祉センター

心配ごと相談日

社協だよりは赤い羽根共同募金配分金と会費により発行しています。

　10月15日（火）は行政合同相談
所も併せて開設いたします。
　行政合同相談とは、行政などへ
の苦情や意見、要望を受け、その
解決や実現を促進するとともに、
行政の制度や運営の改善に生か
す仕組みです。
　行政相談は、医療保険、年金、雇用、道路、社会福祉、
交通機関など、いろいろな行政分野の幅広い相談に対応
しています。
　お気軽にご相談ください。

１日（火） ４日（金）
８日（火） １１日（金）
１５日（火） １８日（金）

２５日（金）
２９日（火）

■入浴時間
　10：００～15：00

老人福祉センター入浴日

元気はつらつ教室（介護予防教室）
毎週金曜日　１０：００～１１：３０
６５歳以上の方であればどなたでも参加できます。

　最初の文字と最後の文字の間に３つ
文字を入れ、自分で「しりとり」を完成
させてね。（「が」⇒「か」でもいいよ）

ふれあいいきいきサロン
と元気はつらつ教室は元
気アップポイント事業の
対象です。

期　日 サロン 場　所 時　間 内　容
１０月 ７日（月） みなみサロン 南町（一）公民館 9：30～14：00 健康体操
１０月 ９日（水） 小平・柳町サロン 小平・柳町公民館 10：00～13：00 型染め体験

１０月 ９日（水） 上町サロン 上町公民館 10：00～12：00 生け花体験
さつき保育園との世代間交流

１０月１０日（木） 小松ヶ丘サロン 小松ケ丘地域交流館 10：00～13：00 秋のモンブラン作り
１０月１５日（火） 七百サロン 七百地区公民館 9：30～14：00 開知小２年との世代間交流
１０月１７日（木） 押込サロン 小川原湖青年の家 9：30～14：00 七宝焼き体験
１０月２１日（月） 小松ヶ丘サロン 小松ケ丘中央公園 10：00～12：00 グラウンド・ゴルフ
１０月２５日（金） 大曲サロン 舘野公園 9：30～14：00 グラウンド・ゴルフ

ふれあいいきいきサロン
10月の行事予定

脳トレクイズ
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【問題】

【例】

海 店 背
中


