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社協だより

ふれあい

2 0 2 0 年
１月24日

▶福祉大会表彰、社協まつり　・・・Ｐ２～P３
▶行事報告　・・・・・・・・・・・Ｐ４～P５
▶自立相談窓口、生活福祉資金貸付事業　　P６
▶行事案内、寄付報告　・・・・・・・・・P７
▶２月の行事予定、脳トレクイズ　・・・・P８

主な内容

　今年も七百サロンの参加者と開知小学校1年生から3年生の子どもたちが世代間交流を行いました。
参加した高齢者が見守る中、学校で出来たさつまいもを材料に白玉おしるこを作って会食したり、昔遊
びを教えてもらったり楽しいひと時を過ごしました。（写真上：白玉だんごづくり、写真下：どっぷひき大会）

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

「笑顔」のふれあい　世代間交流
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第24回 六戸町社会福祉大会・平成 31年度　社協まつり
六戸町社会福祉協議会は「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。

・全国社会福祉大会表彰
・青森県社会福祉大会表彰
・上北郡社会福祉大会表彰

【ご協力いただいた個人・団体等】（順不同・敬称略）
第二日の出保育園／六戸太極拳協会／チャームスクール☆ナホクフラダンス／クレールウインドオーケストラ
三葉流秀寿の会／アメリカンカントリーウェスタンダンス／六戸町民生委員児童委員協議会／行政相談委員
人権擁護委員／六戸町食生活改善推進員会／六戸町赤十字奉仕団／六戸町スポーツ推進協議会
やきとりてこちゃん／キッチンK／天内商店／若葉会／茶道江戸千家／社会福祉法人もみじ会
エスノス六戸福祉センター／六戸町役場福祉課／六戸中学校・七百中学校・六戸高校ボランティア／佐藤喜久男
小原英雄／山崎啓子／佐藤貞子／関川幸子／船越栄子／小山田まゆみ

平成31年度　社協まつり
　六戸町社会福祉大会終了後、社協まつりが開催され、出店や体験コーナー、
芸能発表、抽選会など来場された皆さんは楽しんでいた様子でした。

第24回　六戸町社会福祉大会
　１０月６日（日）六戸町文化ホールで開催され、以下の方が受賞されました。（順不同・敬称略）
【表彰の部】
　田澤　孝三郎（社協委員等）
【感謝の部】
　久田　三千雄　　歌謡倶楽舞メイプル　会長　円子　正嗣
　六戸町グラウンド・ゴルフ協会　会長　佐賀　均
【団体会員・特別賛助会員】
　㈱漆舘組　　蹴揚建設㈱　　㈱佐藤建設工業　　㈲川村青果
　㈱日産青森サービスセンター　　㈲日研設備
　㈱河野電気工業　　おいらせ農業協同組合六戸支店
　青い森信用金庫六戸支店　　旅館たなか　　山内　瑞子　　㈱吉田建設工業
【赤い羽根共同募金】
　幸寿し　　竹林　一二三　　六戸町民生委員児童委員協議会　　六戸町立六戸中学校

第69回　上北郡社会福祉大会
　９月１８日（水）六戸町文化ホールで開催され、六戸町から
以下の方が受賞されました。（順不同・敬称略）
【表彰の部】
　民生委員児童委員　田中　眞智子　　畑中　徹子
　福祉団体等役員　　長嶺　みつ子（町身体障害者福祉会）
【社会福祉事業協助者（寄付）】
　久田　三千雄　　下田　和子　　北見歌謡会

第68回　青森県社会福祉大会
　１１月１５日（金）リンクステーションホール青森で開催
され、六戸町から以下の方が受賞されました。（敬称略）
【表彰の部】
　福祉団体等役員　沖澤　春彦（町身体障害者福祉会）

令和元年度　全国社会福祉大会
　１１月２２日（金）メルパルクホール（東京）にて全国社会
福祉大会が開催され、社会福祉関係功労者に対する表彰が行
われました。
　六戸町からは長年にわたり七百地区民生委員として地域福
祉に尽力くださった下林貞子氏（写真右）と、六戸町社会福祉
協議会職員として勤続３０年の下田亨と田中由加子が受賞し
ました。

▲田澤孝三郎さん(右)
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いきいき創作教室「ミニ門松づくり」
　１２月２３日（月）町老人福祉センターでミニ
門松づくりを行いました。
　講師は小平・柳町地区の手倉森勝廣さん。
　7名の参加者は土台の粉ミルク缶にワラを巻
き固定。余分なワラを切ったあとに竹を土台に
立て、杉の葉で整え、最後は松の葉と縁起物の装
飾をして完成です。
　参加者から「できるか不安だったけど、作業が
とても楽しく、上手にできてよかった」と笑顔が
印象的できでした。

歳末買い物送迎サービス
　１２月２７日（金）緊急通報装置福祉安心電話
の設置者を対象に、歳末買い物送迎サービスを行
いました。
　このサービスは年末年始の買い物を支援しよ
うと、自宅からイオンスーパーセンター十和田ま
での送迎を無料で行うもので、４名が利用されま
した。
　参加した田中まよさんは「買い物も昼食もみ
んなと一緒で楽しかった」と話していました。

在宅介護者のつどい

　在宅介護者のつどいは、在宅で介護している方
に日頃抱えている悩みやストレスを緩和してい
ただこうと毎年実施しているもので、今年は１１
月２８日（木）に野辺地町のまかど温泉観光ホテ
ルで開催し、８名の方が参加されました。
　八戸レクリエーション協会から講師を招き、リ
フレッシュ体操で体をほぐしてもらい、運動のあ
とはおいしい食事と温泉で、身も心もリフレッシ
ュしてもらいました。

▲買い物を済ませ、イオンで昼食をとる田中まよさん（右）と
　田中アイ子さん（左）

▲完成した門松と記念撮影する参加者と講師の手倉森さん
　（下左から2番目）

▲談笑しながら、ホテルの料理をいただく参加者
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災害ボランティア避難所運営研修会
　１１月２７日（水）町老人福祉
センターで避難所の運営が体験で
きる「避難所運営ゲーム」を行い
ました。

　参加者には、学校を避難所に次々と訪れる避難者
をどこで過ごしてもらうかを検討してもらいまし
た。「ペットを連れてきた人」や「インフルエンザ
患者」など、さまざまな課題を抱える人たちにも配
慮しながらカードを配置してもらいました。
　いつ起きるかわからない災害に備え、混乱のない
避難所運営を考える機会にしてもらいました。

中学生による年末掃除ボランティア
　１２月２５日（水）六戸中学校・七百中学校の
生徒８名が、一人暮らし高齢者宅の掃除を行いま
した。
　高所の窓拭きや蛍光灯の掃除を行い、新年を気
持ちよく迎えてもらおうと毎年行っています。
掃除を依頼した新戸部ミヨさんは「高い所の掃
除ができないのでとても助かる。みんな孫のよ
うでとてもかわいい」と喜んでくれました。
　参加してくれた生徒からは「人の役にたつこ
とができ、とてもうれしい。機会があればまた参
加したい」と話してくれました。

勤労感謝「いつもお仕事ごくろうさま」
　１１月２０日（水）ひのでこども園
年長組の園児11人が、町老人福祉セ
ンターに来所し、手作りの日めくり

お天気カードとシクラメンの鉢植をプレゼント
してくれ、「いつもお仕事ごくろうさまです」と
職員に感謝の言葉をかけてくれました。
　事務局長より「これからもみなさんが安心し
て暮らせるようお仕事かんばります」とお礼を
述べると、大役を終えた園児たちから笑顔がこぼ
れました。

▲高齢者宅の窓を拭く中学生ボランティア

▲実際の災害を想定して避難所を運営する参加者

▲手作りのお天気カードを手渡す園児

避難場所
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生活福祉資金貸付制度

自立相談支援窓口を開設いたしました

総合支援資金 教育支援資金 福祉資金 不動産担保型生活資金
●生活支援費
　単　　身　月額15万円以内
　２人以上　月額20万円以内
●住宅入居費　　40万円以内
●一時生活再建費　60万円以内
・失業者等、日常生活全般に困
難を抱えており、生活の立て
直しのために継続的な相談
支援と生活費及び一時的な
資金を必要とし、貸付を行う
ことにより自立が見込まれ
る世帯
・原則として法に基づく自立
相談支援事業及び関係機関
による支援を継続的に受け
ることに同意していること

●教育支援費
　低所得世帯が、高校、大
学または高専に修学する
のに必要な経費
・高校
　月額3.5万円以内
・高等専門学校、短期大学
　月額6万円以内
・大学
　月額6.5万円以内
※特に必要と認められる場
合に限り上限額の1.5倍
●就学支度費
高校、大学、高専への入
学に際し必要な経費

●福祉費
生業費・技能習得費・福
祉用具等購入費・障害者
自動車購入費・負傷又は
疾病の療養に必要な経
費・介護サービス費等・
冠婚葬祭費・住居移転費
等・就職等支度費
・日常生活を送るうえで、
一時的に必要と見込まれ
る費用
●緊急小口資金
・緊急かつ一時的に生計の
維持が困難となった場合
の少額の費用
　貸付限度額　10万円以内

●不動産担保型生活資金
●要保護世帯向け不動産担
保型生活資金
※一定の住居用不動産を所
有し、将来にわたりその
住居に住み続けることを
希望する高齢者世帯もし
くは要保護の高齢者世帯
に対して当該不動産を担
保として生活費を貸付け
る資金

◆◇◆◇◆　まずはお電話を　◆◇◆◇◆
六戸町社会福祉協議会　☎５５－２９４３

　生活福祉資金とは、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象とし、資金の貸付とそれに伴う必要な相談
支援を行うことにより、その世帯の自立を図り、安定した生活を継続して営めるように支援する制度です。
　都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市町村社会福祉協議会が相談・申込みを受付しています。

～仕事や生活など、さまざまな困難の中で
　　　　　　　生活に困窮している人を支援します～

　六戸町社会福祉協議会では、生活に困
りごとを抱えている方を対象に、自立相
談支援窓口を昨年10月に開設いたしま
した。
　自立相談支援窓口とは、暮らしのさま
ざまな悩みを抱え、『どこに相談してい
いかわからない』方などに、職員や関係
機関が一緒に自立に向けた支援を行う
ことができるところです。
　秘密はお守りしますので、お気軽にご
相談ください。
●受 付 日　月曜日～金曜日までの平日
●受付時間　午前9時～午後5時

こんな時はひとりで悩まずご相談ください

仕事を
リストラされて
どうしていいいか
わからない。

DVを受けて
家をとびだして
しまった。

家賃が払えず
家を追い出されて
しまった。

ずっと
家にいたから
社会に出るのが

不安。

子どもが家に
引きこもってしまい

心配。

借金があって
家計のやりくりに
困っている。
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▶三葉流家元　三葉秀寿　様　　　　　１０，０００円
▶北川　郁子　様　　　　　　　　　　　３，０００円
▶デーリー東北六戸販売所　山内　一豊　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，０００円
　※古新聞・折込チラシ回収収益金をご寄付いただきました。

▶柴山　みつ江　様　　　　　　　　１００，０００円
▶六戸町商工会建設工業部会　部会長　河野　豊　様　

３０，０００円
▶田中　孝雄　様　　　　　　　　　　１０，０００円
▶六戸町立大曲小学校　校長　神　篤志　様

５，１５９円
※ボランティア委員会で集めたプルタブを換金したお金をご寄
付していただきました。

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
（令和元年８月２８日～令和元年１２月２０日まで）

メイプルタウンフェスタ２０１９での収益の一部を寄付
する、六戸町商工会建設工業部会河野豊部会長（右）と斗沢
定儀副部会長（中央）

唄って、 踊って、 笑って　喜楽笑の集い

　六戸シニアクラブで
は「湯治の旅」の参加
者を募集しています。
　シニアクラブ会員以
外の方も大歓迎です。
　一緒に楽しい旅の思い出を作りませんか。

【出 発 日】　令和２年３月１日（日）（2泊３日）
【旅行代金】　ひとり　２５，０００円
【申 込 み】
２月３日（月）までにシニアクラブ会員は単位ク
ラブ会長へ、会員以外の方はシニアクラブ事務
局へお申込みください。

【問合せ・申込み先】
　六戸シニアクラブ事務局（町老人福祉センター内）

☎　５５－２９４３

湯治の旅
とうてつ 十和田・八幡平国立公園／露天風呂の宿

　プラザホテル 山麓荘
秋田駒ヶ岳の麓・田沢湖高原の天然温泉が源泉かけ流しでお楽しみいただけます。

３月 日　　　程

１
日（
日
）

出発（7:30～8:30発）※昼食は各自で御持参ください。
【宿泊】田沢湖高原温泉「プラザホテル山麓荘」
（12:30～13:30到着)
夕食　17:30～19:30
【ご宴会】２人に１本ビール付（ビール追加別途）
　　　　日本酒・焼酎飲み放題　　
【ショー】

２
日（
月
）

朝食　7:00～

昼食　12:00～13:00　　観劇　13:00～15:00
夕食　17:30～19:30
【ご宴会】２人に１本ビール付・飲み放題（ビール追加別途）
【演芸大会】

３
日（
火
）

朝食　7:00～
ホテル出発　9:30
到着予定（12:30～13:00頃）

■オプショナルツアー／お一人様3,000円
　ホテル（8:30）＝安藤醸作＝鈴木酒造「秀よし」
　＝ホテル（12:00）

■日　時　令和２年２月１７日（月）１０：００～１４：３０
■場　所　六戸町老人福祉センター（舘野公園向かい）
■対　象　概ね６０歳以上の町民
■参加費　１，０００円（弁当代）
■申込み　２月７日（金）までにシニアクラブ会員は各単位クラブ会長へ、
　　　　　会員以外の方は下記まで参加費を添えてお申込みください。
■申込み・問い合わせ先
　六戸シニアクラブ事務局（六戸町社会福祉協議会内）　電話　５５－２９４３
★元気アップポイント事業の対象です。

　カラオケ、踊り、楽器演奏など出演
者を募集しています。
　出演する方は申し込み時にお知ら
せください。音源、衣装などは各自で
ご準備くださるようお願いします。

芸能発表出場者募集!!
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【応募方法】
★ハガキ又は、メールにしりとりの
答えを書いて、住所・氏名・年齢・
社会福祉協議会へのご意見又はご感
想を一言書いてお送りください。ご
応募いただいた中から抽選で５名に
図書カード５００円を差し上げます。
★応募〆切
　令和２年２月２8日（金）
　※当日消印有効
★宛先　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
２月　４日（火） 人権擁護委員　苫米地正良

２月１８日（火） 民生委員　　　赤石　スミ
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。

４日（火） ７日（金）
１４日（金）

１８日（火） ２１日（金）
２５日（火） ２８日（金）

■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
２月　７日（金） 川原新田サロン 川原新田構造改善センター 9：30～14：00 ３B体操
２月１２日（水） 小平・柳町サロン 小平・柳町公民館 10：00～13：00 長芋すいとんづくり
２月１２日（水） 通目木サロン 通目木構造改善センター 9：00～14：00 エコクラフト
２月１３日（木） 小松ヶ丘サロン 小松ケ丘地域交流館 10：00～13：00 お菓子づくり
２月１３日（木） 沖山サロン 沖山ふれあい館 9：30～12：00 ゲーム
２月１３日（木） 押込サロン 押込公民館 9：30～12：00 布切り絵
２月２８日（金） 大曲サロン 大曲公民館 9：30～13：00 ３B体操

ふれあい・いきいきサロン
２月の行事予定

脳トレクイズ
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【問題】

【例】

海 店 背
中

・田　中　和　子さん　　・家　田　光　子さん
・田　中　富　男さん　　・鈴　木　幸　子さん
・渋　谷　雅　子さん　　・小　泉　竜之助さん
・中　島　紀　子さん　　・田　中　久　江さん
・三　上　佳奈子さん　　・畠　山　千　秋さん

赤い羽根共同募金
まちがい探しクイズ当選者

当選されたみなさん
おめでとうございます


