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主な内容

　８月６日（木）六戸高校の生徒１０名が
ボランティア活動として、ひとり暮らし高
齢者宅を訪問し、窓拭きや台所の換気扇の
掃除を行いました。
　これは、高齢者の孤独感の解消とお盆を
気持ちよく迎えてもらうために実施したも
のです。
　この日、雨が降ってくるなどあいにくの
天気でしたが、参加した生徒はかっぱを着
ながら屋外の窓を一生懸命拭いくれました。
　依頼した佐藤春枝さんは「手の届かない
所や普段なかなか掃除ができない所を綺麗
にしてもらいとてもありがたい。おかげ様
でお盆を気持ちよく迎えられる」と感謝の
気持ちを伝えていました。
　ボランティアに参加した高校生は「活動
は大変だったけどやりがいがあり、笑顔で
『ありがとう』と感謝されてうれしかった。」
「地域の方々とふれあうことができて良
かった。」と笑顔で話していました。

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

誰かのためにが

自分の喜びに変わる

▲窓や換気扇の掃除をする高校生ボランティア
▶笑顔で高齢者と一緒に記念撮影



■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　１2名　開催回数　２回
　●実務者ニーズ検討会　
　　開催回数　２回
　●生活支援コーディネーターの配置
　●見守りサポーターネットワーク会議参加
　●小松ケ丘ラジオ体操への支援
　●小松ケ丘スポーツ吹き矢クラブ立上支援
　●ワークショップ
テーマ　「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」

　　期　日　令和元年１０月１７日（木）
　　場　所　六戸町文化ホール
　　参加者　１９名
●生活支援パートナー講座
　基礎講座　　　　　１回　参加者　７名
　スキルアップ講座　１回　参加者　１８名
　
■緊急通報装置給付事業（町補助事業）
　（福祉安心電話サービス事業）
　・加入世帯　　　　　　　　　３８世帯
　・協力員　　　　　　　　　　113名
　・県社協着信状況　　　　　　　１１件
　・中央センター対応状況　　　　９件
　・町社協サービス実施状況　　331件
　・新規加入者説明会　４回　延べ１３名

■ふれあいいきいきサロン
（町受託事業）
上吉田サロン　　７回／延　８１名
七百サロン　　　６回／延157名
柳町サロン　　　１０回／延100名
鶴喰サロン　　　５回／延103名
長谷サロン　　　６回／延　５６名
大曲サロン　　　１０回／延206名
小松ヶ丘サロン　１６回／延196名
みなみサロン　　７回／延120名
川原新田サロン　４回／延　４６名
金矢サロン　　　５回／延　４４名
押込サロン　　　７回／延　６2名
沖山サロン　　　４回／延　３３名
通目木サロン　　４回／延　３９名
上町サロン　　　７回／延　９０名
高舘サロン　　　１回／　　2１名
根古橋サロン　　１回／　　５名

■共助のための基盤づくり事業
　（町受託事業）
　●見守りサポーターの配置
　　３８地区　見守りサポーター　102名
　●ネットワーク会議
　　１６地区　延べ2１回　
　　延べ参加者120名
　●住民座談会
　　期　日　令和元年１2月１５日（日）
　　場　所　大曲公民館
　　参加者　３１名
　　内　容　ワークショップ
「運転免許を返納しても安心して生活
できる仕組みづくり」

　●在宅福祉サービス事業説明会
　　期　日　平成３１年４月１８日（木）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　１３名
　●災害ボランティア避難所運営研修会
　　期　日　令和元年１１月2７日（水）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　2３名
　　内　容　講話「防災対策、本当にそれ

で大丈夫？」
　　　　　　避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）

■生活支援パートナー派遣事業
　・実利用者数　４名
　・パートナー派遣数　５名　延べ５０回

■福祉団体への支援
　●助成事業
　・六戸シニアクラブ
　・六戸町身体障害者福祉会
　・六戸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　令和元年１１月2８日（木）
　場　所　まかど温泉観光ホテル
　　　　　（野辺地町）
　参加者　８名
　●介護教室
　期　日　令和２年３月２日（月）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　参加者　１６名
　内　容　「近未来の介護体験　～介護の

見方が180度変わる～」

■広報誌等の発行
　・社協だより「ふれあい」
　　№５８号、５９号、６０号発行
　・社協通信「コラボ」　９回
　　№119号～127号
　・ホームページの運営・管理
　
■第２４回六戸町社会福祉大会　
　期　日　令和元年１０月６日（日）
　場　所　六戸町文化ホール
　参加者　214名

■社協まつり
　期　日　令和元年１０月６日（日）
　場　所　六戸町文化ホール
　来場者　600名

■調査・研究
　●民協定例会　　　　　　１2回
　●六戸町地域ケア会議　　３回
　●福祉協力員会議　　　　２回

■援護活動事業
　●災害見舞金　住居半焼　１件

■出前福祉講座
　●防災講座
　　デイサービスセンターにこにこプラザ
　　六戸
　●車いす体験
　　六戸小学校５年　　　　　　　2９名
　　大曲小学校５年　　　　　　　４１名
　●高齢者疑似体験
　　六戸小学校６年　　　　　　　３2名
　　大曲小学校６年　　　　　　　３６名
　●手話体験
　　六戸小学校３年　　　　　　　３８名
　　大曲小学校３年　　　　　　　４７名
　●点字体験
　　開知小学校４年　　　　　　　１０名
　　大曲小学校４年　　　　　　　５０名
　●アイマスク・ガイドヘルプ体験
　　六戸小学校４年　　　　　　　４０名
　●昔の遊び
　　六戸小学校１年　　　　　　　３０名
　
■夏！ボランティア体験2019
　・受入先　　　１８施設　
　・参加者　　
　　六戸中学校　３６名（延べ　６５名）
　　七百中学校　４2名（延べ　７３名）
　　六戸高校　　３９名（延べ　７９名）
　　その他　　　５名（延べ　９名）

■ボランティアセンターの運営
　●施設でのボランティア活動
　　７回　活動者４2名
　●ボランティア保険加入者　373名
　　　　　
■収集活動
　ペットボトルキャップ　540㎏
　協力団体　六戸小学校、七百中学校
　　　　　　老人福祉センター

■掃除ボランティア
　期　日　令和元年１2月2５日（水）
　依頼世帯　８世帯
　ボランティア　９名（六中１名、七中１名）

Ⅱ ボランティア活動の振興
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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！
Ⅰ 地域福祉活動の推進

平成31年度事業報告



■災害ボランティア活動
●台風１９号被災地災害ボランティアセン
ター職員派遣

　・派遣先　福島県いわき市
　・派遣回数　２回　職員２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　　１０名
　取扱件数　１６件
　行政合同相談　毎月第３火曜日
　人権相談　６月４日、１2月３日
　行政相談　５月１４日、１０月１５日
　
■福祉総合相談　
　新規相談件数　2７件

■生活困窮者自立相談支援事業
　新規相談件数　１５件
　
■「法律相談と自立相談」無料出張相談
　期　日　令和元年８月３１日（水）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　相談者　１名

■福祉事務所未設置町村による相談事業
　（令和元年１０月～　町委託事業）
　●相談実績
　　新規相談件数　　１９名
　　相談件数　　　　４５件
　　支援回数　　　　延べ７2回
　●困りごとなんでも相談会
　　期　　日　令和２年１月2３日（木）
　　場　　所　六戸町老人福祉センター
　　相談件数　１件（相談者２名）

■日常生活自立支援事業
　支援件数　　　　１１件　　
　支援回数　延べ125回

■福祉サービス苦情受付　なし
　　
■生活福祉資金貸付制度（県社協委託）
　平成３１年度申請・決定件数　なし
　３月末現在貸付件数　2３件
※新型コロナウイルス感染症の発生に伴
い、収入減等により生活が困難な方に
対し生活福祉資金
特例貸付の受付を
令和２年３月2５日
より開始。

■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　１７台
　・車いす貸出　　　　　2７台

■移送サービス事業
　実利用者　３３名　利用回数　延496回

■救急医療情報キット配布
　配布世帯　５世帯

■グラウンド・ゴルフ大会（町受託事業）
　令和元年５月2７日（月）／９2名
　令和元年９月３０日（月）／９８名
　
■元気はつらつ教室（町受託事業）
　毎週金曜日　４５回
　実参加者　2５名　延参加者　579名

■いきいき創作活動
　開催回数　３回　延参加者　2４名
　
■町老人福祉センターの運営
　入浴日　８９回　延利用者　2,472名

■ウォーキング
　毎週火曜日　　４８回
　延参加者　　456名　

■居宅介護支援事業
　実利用者数　　　　114名
　認定調査件数　　　　３４件

■訪問介護事業
　実利用者数　　　　　６３名

■保険外訪問介護事業
　実利用者　　７名
　延訪問回数　５０回

■訪問入浴介護
　実利用者数　　　　　６名
　訪問回数　　　　　267回

■障害者福祉サービス
　　実利用者数　　　　４名
　　
■障害者指定特定相談支援事業　８名

■理事会　　５回

■評議員会　３回

■監査会　　　　　　　　　　３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
　・理事推薦委員会　　　　　１回

■しあわせネットワーク事業
　総合相談　　３名　
　経済的援助　３名　延７回　　
　フードサポート　４名　延８回

■社協会員の促進　
　会費合計　　　　2,910,800円

■共同募金運動の推進
　共同募金合計　　1,814,210円

■実習生の受け入れ
　・職場体験　六戸中学校　１名　３日間

■第２４回六戸町社会福祉大会　
【表彰の部】
　田澤孝三郎（町心配ごと相談員）
【感謝の部】
・寄付者
　久田三千雄、歌謡倶楽舞メイプル
　六戸町グラウンド・ゴルフ協会
・団体会員等
　㈱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

【六戸町共同募金委員会】　
竹林一二三、幸寿し、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
【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）
　長嶺みつ子（町身体障害者福祉会）
【感謝の部】
・寄付者
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
【表彰の部】
　沖澤春彦（町身体障害者福祉会）

■令和元年度全国社会福祉協議会
【表彰の部】
　下林貞子（町民生委員児童委員協議会）
　下田　亨（町社会福祉協議会）
　田中由加子（町社会福祉協議会）

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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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

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。
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ご存じですか？
このマーク

平成31年度 決 算 報 告
事業活動計算書

（自　平成31年４月1日　　至　令和２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 2,910,800
分担金収入 439,000
寄付金収入 497,435
経常経費補助金収入 24,370,570
受託金収入 15,071,532
貸付事業収入 0
事業収入 993,937
介護保険事業収入 30,099,448
障害福祉サービス等事業収入 1,201,870
短期借入金収入 1,000,000
受取利息配当金収入 5,466
その他の収入 54,214
事業活動収入計⑴ 76,644,272

支
　
　
出

人件費支出 61,912,462
事業費支出 6,298,522
事務費支出 5,760,911
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 255,000
負担金支出 700,500
事業活動支出計⑵ 75,937,395

事業活動資金収支差額⑶=⑴－⑵ 706,877
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 518,400
施設整備等支出計⑸ 518,400

施設整備等資金収支差額⑹=⑷－⑸ －518,400

そ
の
他
活
動

に
よ
る
収
支

収
入

積立資産取崩収入 159
その他の活動収入計⑺ 159

支
　
出

基金積立資産支出 500,000
積立資産支出 1,002,296
その他の活動による支出 1,705,320
その他の活動支出計⑻ 3,207,616

財務活動資金収支差額⑼=⑺－⑻ －3,207,457
予備費支出⑽ 0

当期資金収支差額合計⑾=⑶+⑹+⑼－⑽ －3,018,980
前期末支払資金残高⑿ 33,619,281
当期末支払資金残高⑾+⑿ 30,600,301

科　　　目 決算（単位：円）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
　
　
益

会費収益 2,910,800
分担金収益 439,000
寄付金収益 497,435
経常経費補助金収益 24,370,570
受託金収益 15,071,532
事業収益 993,937
介護保険事業収益 30,099,448
障害福祉サービス等事業収益 1,201,870
短期借入金収益 1,000,000
その他の収益 54,214

サービス活動収益計⑴ 76,638,806

費
　
　
用

人件費 64,858,729
事業費 6,298,522
事務費 5,760,911
短期借入金償還金 1,000,000
分担金費用 10,000
助成金費用 255,000
負担金費用 700,500
基金組入額 500,000
減価償却費 1,396,088

サービス活動費用計⑵ 80,779,750
サービス活動増減差額⑶=⑴－⑵ －4,140,944

サ
ー
ビ
ス
活
動

外
増
減
の
部

収益 受取利息配当金収益 5,466
サービス活動外収益計⑷ 5,466

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－⑸ 5,466
経常増減差額⑺=⑶+⑹ －4,135,478

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 6

費用 特別費用計⑼ 6
特別増減差額⑽=⑻－⑼ －6

当期活動増減差額⑾=⑺+⑽ －4,135,484

繰
越
活
動
増
減

差

額

の

部

前期繰越活動増減差額⑿ 26,823,374
当期末繰越活動増減差額⒀=⑾+⑿ 22,687,890
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 0
その他の積立金積立額⒄ 600,000
次期繰越活動増減差額⒅=⒀+⒁+⒂+⒃－⒄ 22,087,890

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 33,040,368 流動負債 2,440,067
　現金預金 21,330,791 　事業未払金 2,340,853
　事業未収金 11,697,857 　預り金 0
　前払金 11,720 　職員預り金 99,214

固定負債 55,385,294
　退職給与引当金 55,385,294
負債の部合計 57,825,361

固定資産 91,693,883
　基本財産 1,000,000 純財産の部
　その他の固定資産 90,693,883 基本金 1,000,000
　　車輌運搬具 4
　　器具及び備品 1,390,891
　　権利 220,440 その他の積立金 43,821,000
　　ソフトウェア 1,666,584 　基金積立金 25,500,000
　　退職手当積立基金預け金 36,623,040 　人件費積立金 15,752,000
　　退職給付引当資産 6,971,924 　備品等購入積立金 2,569,000
　　福祉基金積立資産 25,500,000 次期繰越活動収支差額 22,087,890
　　人件費積立資産 15,752,000
　　備品等購入積立資産 2,569,000 純資産の部合計 66,908,890
資　産　の　部　合　計 124,734,251 負債及び純資産の部合計 124,734,251

資金収支計算書
（自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日）

貸借対照表（令和２年３月31日現在）

　このマークは全国共通の
社会福祉協議会のシンボル
マークです。
　社会福祉協議会の「社」を
図案化し「手をとりあって、
明るい幸せな社会を建設す
る姿」を表現しています。
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令和２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　～

▶柴田純子　様　　　　　　　手作り布マスク５０枚
▶風張靖子　様　　　　　　　　　１００，０００円
▶㈱河野電気工業　代表取締役　河野　崇　様　

ＬＥＤシーリングライト５台
▶㈱漆舘組　代表取締役　漆舘正博　様
　　　　　　　　　　　　　　　　３００，０００円
▶匿　　名　　　　　　　　　　　　２０，０００円
▶千葉文雄　様　　　　　　　　　　　　車椅子１台

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２年5月２日～令和２年８月３１日まで）

　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。

・㈱日産青森サービスセンター ・㈱佐藤建設工業 ・社会福祉法人楽晴会
・おいらせ農業協同組合六戸支店 ・㈱光建設 ・社会福祉法人希望
・㈲吉田造園企画 ・㈱ユタカ工業 ・さつき保育園
・六戸中央印刷 ・㈲日研設備 ・こども園えがお
・マインマート鈴舎 ・川尻商会 ・こども園おひさま
・オレンジハート六戸バイパス店 ・㈲六戸ヘルスセンター ・デーリー東北六戸販売所
・オレンジハートまるとく店 ・㈲六戸温泉 ・㈱ViVo　

【団体会員】（敬称略・順不同）

・介護タクシー村上　　・㈱トヨタレンタリース青森　　　・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　　・米内山　孝　　・円子　功
・村越　ミドリ

【特別賛助会員】（敬称略・順不同）

【賛助会員】（敬称略・順不同）

総　　額 会費種類 内　　訳 金　　額

２,６３７,５００円
一 般 会 員 ２,３９０世帯 ２,３８８,５００円
賛 助 会 員 ７個人 １４,０００円
特別賛助会員 ２団体・２個人 ２５,０００円
団 体 会 員 ２１団体 ２１０,０００円

令和２年８月３１日現在

目
録
を
手
渡
す
河
野
電
気
工
業
様
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　河野電気工業様より、社会貢献事業の一環として寄贈いただ
いたLEDシーリングライト５台を、６月10日（水）に七百中学校
学区の70歳以上のひとり暮らし高齢者５世帯に設置しました。
　設置された方は「部屋が明るくなると、気分も明るくなるよね」
と笑顔をみせていました。
　寄贈と設置くださいました河野電気工業様、ありがとうござ
いました。

　７月５日（日）町内のひとり親世帯を対象にした食材の無料
配布を実施しました。
　赤い羽根共同募金の助成金を活用し、ひとり親世帯の経済的
負担軽減を目的にインスタント食品やカレーの材料を配布しま
した。
　後日「お母さんの仕事が休業で大変だけど、もらった材料で
早速カレーを作って食べました」と、うれしいお手紙をいただ
きました。

　７月22日（水）いきいき創作教室「ねぶた行灯作り」を開催し
ました。
　今回はコロナ禍の新たな試みとして、ねぶた師の北村麻子さ
んのホームページから材料を注文し、作り方はユーチューブ動
画を見ながら行いました。
　完成したねぶた行灯に光を当てると、コロナ禍で疲弊した気
持ちを淡いあじさい模様の神秘的な光が、参加者の心を癒して
くれているようでした。

ＬＥＤ照明
高齢者宅設置

ひとり親世帯
食材無料給付

いきいき創作教室
ねぶた行灯づくり



更なるご活躍を期待しています
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　お盆を前にひとりではお墓の掃除が大変な高齢者世帯を
対象に、生活支援パートナーを派遣し一緒にお墓の掃除を
実施しました。
　８月５日（水）墓石の土ぼこりを水拭きし、周りの草を抜
いてきれいになったお墓に「お盆にまた来るからね」と声
をかけていた柴山みつ江さん。
　生活支援パートナーの山内瑞子さんは、「自分も誰かの役
にたつことができて満足しています」と笑顔がこぼれてい
ました。

　８月３日（月）六戸シニアクラブは、会員による官庁街花
壇の草取りを20名の六戸高校ボランティアと一緒に行い
ました。
　この日の気温は28℃と蒸し暑く、シニアクラブ会員は
「暑い中一生懸命作業をしてくれ、生徒たちから私たちも元
気をもらった」と感謝していました。
　参加した高校生は「暑い中だったけど、高齢者の方たち
がとても元気で驚いた。一緒に作業し、たくさんのことを
教えてもらい貴重な体験をすることができた」と達成感に
満ち溢れた様子で話していました。

生活支援パートナー
お墓の掃除

六戸高・六戸シニアクラブ
官庁街環境整備　

Ｑ：生活支援パートナーを受講しようと思ったきっかけは？
Ａ：生活支援パートナーのことは良くわからなかったけど、何か

役にたつことがあるかもしれないと思い受けました。

Ｑ：生活支援パートナー活動で気づいたことはありますか？
Ａ：月２回くらいしか行けませんが、それでも行かないよりは私

でも役にたっているような気がします。

生活支援パートナー
小笠原たみ子さん

地域
の顔



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12日（月） みなみ 南町（一）公民館 9：30～14：00 中　止

10月14日（水） 上町 上町公民館 10：00～13：00 大人のぬり絵・むかし話

10月14日（水） 小平・柳町 小平・柳町公民館 10：00～14：00 グラウンド・ゴルフ

10月15日（木） 押込 小川原湖青年の家 9：30～13：30 七宝焼き体験

10月20日（火） 七百 七百地区公民館 9：30～14：00 中　止

10月22日（木） 小松ヶ丘 小松ケ丘地域交流館 9：30～14：00 お楽しみ会・ふるさとの味

10月23日（金） 大曲 大曲公民館 9：30～14：00 中　止

ふれあい・いきいきサロン
10月の行事予定

期　日 相談員

10月　6日（火） 人権擁護委員　坂本りつ

10月20日（火）
行政相談日 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

２日（金）

６日（火） 　９日（金）

１３日（火） １６日（金）

２０日（火） 2３日（金）

２７日（火） ３０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　１０：００～１0：３０
６５歳以上の方であればどなたでも参加できます。

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合があります。

※担当相談員は予告なく変更する場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の状況により入浴を
休ませていただく場合があります。
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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
クオカード500円分を差し上げます。
★応募〆切
　令和２年10月16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

　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）

脳トレクイズ

桃
太
郎

カ
ラ
ス

稲
刈
り

新

米

【問題】

【例】

海 店 背
中

心配ごと相談日


