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主な内容

　８月１１日（水）六戸高校の生徒３名とボラ
ンティア２名がボランティア活動として、高齢
者世帯とひとり暮らし高齢者宅を訪問し、窓ふ
きなどの掃除を行いました。
　この事業は、高齢者の掃除の難しい高所の窓
ふきや蛍光灯交換などを行い、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。
　この日は、朝から雨が降るなどあいにくの天
気でしたが、参加してくれた生徒やボランティ
アは屋内外の窓を一生懸命拭いてくれました。
　依頼した吉田敏男さんは「自分でできないと
ころを綺麗にしてもらい本当にありがたい」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
変だったが、高齢者の笑顔を見ることができて
本当にうれしかった。」と話していました。

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

▲窓を掃除する高校生とボランティア
笑顔で高齢者と一緒に記念撮影▶

掃除ボランティア
～高齢者宅を綺麗に～

掃除ボランティア
～高齢者宅を綺麗に～
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■福祉事務所未設置町村による相談事業
　●相談実績
　　新規相談件数　　　３８名
　　相談件数　　　　１０５件
　　支援回数　　　　延べ２４６回
　●ケース検討会議　２件
　　期　日　令和２年　４月２２日（水）
　　　　　　令和２年１２月２５日（金）
　●困りごとなんでも相談会
　【１回目】
　　期　日　令和２年　８月２７日（木）
　　場　所　小松ケ丘地域交流館
　　相　談　０件
　【２回目】
　　期　日　令和２年１１月２５日（水）
　　場　所　上吉田公民館
　　相　談　０件

■日常生活自立支援事業
　支援件数　　　　１２件
　生活支援員　　　　３名　　
　支援回数　延べ１２１回

■福祉サービス苦情受付　なし

■ヒヤリハット報告、意見・要望、事故報告
　・ヒヤリハット報告　　５件
　・意見・要望　　　　１７件
　・事故報告　　　　　　９件
　　
■生活福祉資金貸付制度（県社協委託）
　●令和２年度新規
　・相談件数　２２件
　・申請・決定件数　８件
　・決定額　１，３００，０００円
　●３月末現在貸付件数　３０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　１９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２３８回

■救急医療情報キット配布
　新規配布世帯　８世帯

■グラウンド・ゴルフ大会（町受託事業）
　令和２年５月２７日（水）／中止
　令和２年９月２８日（月）／７７名

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。

　●担い手づくり講座
　　～成年後見制度関係事業について～
　　期　日　令和３年２月１７日（水）
　　場　所　六戸町文化ホール
　　参加者　２９名
　●防災ボランティア連携研修会
　　期　日　令和２年１１月２５日（水）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　３８名

■生活支援パートナー派遣事業
　・実利用者数　５名
　・パートナー派遣数　５名　延べ１３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　中止

■広報誌等の発行
　・社協だより「ふれあい」
　　№６１号、６２号、６３号発行
　・社協通信「コラボ」　９回
　　№１２８号～１３６号
　・ホームページの運営・管理
　
■第２５回六戸町社会福祉大会　中止

■令和２年度表彰伝達式
　期　日　令和２年１０月７日（水）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　参加者　１１名（被表彰者のみ）

■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　住居全焼　１件　
　　　　　　　　住居半焼　１件

■ひとり親世帯への食材無料給付（新規）
【１回目】　
　期　日　令和２年　７月　５日（日）
　申込み　２４世帯
【２回目】
　期　日　令和２年１１月　８日（日）
　申込み　３３世帯
【３回目】
　期　日　令和３年　３月１４日（日）
　申込み　３５世帯

■出前福祉講座
●車いす体験
　六戸小学校５年　　４０名
　大曲小学校５年　　５１名

　●高齢者疑似体験
　　大曲小学校６年　　４１名
　●手話体験
　　六戸小学校３年　　２９名
　　大曲小学校３年　　５７名
　●点字体験
　　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　　３６名
　
■夏！ボランティア体験２０２０　中止

■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
　　３回　活動者６名
　●環境奉仕へのボランティア活動
　　２回　活動者２５名（六戸高校）
　●ボランティア保険加入者
　　２１５名
　　　　　
■収集活動
　●ペットボトルキャップ　６７０㎏
　　協力団体　六戸小学校、六戸中学校
　　七百中学校、六戸高校
　　老人福祉センター
　●プルタブ・アルミ・スチール　１２６㎏
　　協力団体　六戸中学校、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２年８月６日（木）
　依頼世帯　ひとり暮らし高齢者１１世帯
　ボランティア　１０名（六戸高校）

■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　　６名
　取扱件数　１５件
　行政合同相談　毎月第３火曜日
　人権相談　６月　２日、１２月　１日
　行政相談　５月２６日、１０月２０日
　
■福祉総合相談　
　新規相談件数　３８件

■生活困窮者自立相談支援事業
　新規相談件数　１２件

■元気はつらつ教室（町受託事業）
　毎週金曜日　４５回
　実参加者　３１名　延参加者　４５８名

■いきいき創作活動
　【１回目】
　　期　日　令和２年　７月２２日（水）
　　場　所　老人福祉センター
　　参加者　３名
　　内　容　ねぶた行灯づくり
　【２回目】
　　期　日　令和２年１２月２９日（火）
　　場　所　老人福祉センター
　　参加者　６名
　　内　容　ミニ門松づくり

■町老人福祉センターの運営
　入浴日　８０回　延利用者　２,３６８名

■ウォーキング
　毎週火曜日　　４７回
　延参加者　　５０７名　

■居宅介護支援事業
　実利用者数　　　　１１７名
　認定調査件数　　　　１５件

■訪問介護事業
　実利用者数　　　　　６１名

■保険外訪問介護事業
　実利用者　　　　６名
　延訪問回数　１３７回

■障害福祉サービス
　　実利用者数　　　　　６名

■理事会　　４回

■評議員会　３回

■監査会　　３回
　
■委員会
　・地域福祉委員会　　　　　　　１回
　・生活福祉資金貸付調査委員会　１回
　・活動指針策定検討委員会　　　５回

■正副会長会議　９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　支援金額　23,410円
　フードサポート　４名　支援回数延８回
　就労体験・社会参加活動　1名　16回

■社協会員の促進　
　会費合計　　　　２，６８９，５００円
■共同募金運動の推進
　共同募金合計　　１，７０２，８９３円

■実習生の受け入れ
　・相談援助短時間実習受入
　　盛岡医療福祉スポーツ専門学校
　　社会福祉学科３年　１名（５日間）

■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　１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
●生活支援パートナー養成講座
　基礎講座　中止
　スキルアップ講座　参加者９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　　　　　　　　　３９世帯
　・協力員　　　　　　　　　　１１５名
　・県社協着信状況　　　　　　　　８件
　・中央センター対応状況　　　　　７件
　・町社協サービス実施状況　　５４０件
　・新規加入者説明会　　５回　延べ１９名
　●福祉安心電話ネットワークのつどい
　　期　日　令和２年１１月２日（月）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　２７名
　●歳末買い物送迎サービス
　　期　日　令和２年１２月２８日（月）
　　場　所　イオンスーパーセンター十和田
　　参加者　５名

■ふれあいいきいきサロン
（町受託事業）
上吉田サロン　　　　６回／延　７６名
七百サロン　　　　　１回／　　２０名
小平・柳町サロン　　１回／　　１１名
長谷サロン　　　　　４回／延　３３名
小松ケ丘サロン　　　４回／延　３３名
みなみサロン　　　　２回／延　３２名
金矢サロン　　　　　４回／延　４３名
押込サロン　　　　　４回／延　３７名
上町サロン　　　　　５回／延　５２名
高舘サロン　　　　　１回／　　１１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
　　３７地区　見守りサポーター１０１名
●ネットワーク会議
　　１８地区　延べ３３回　
　延べ参加者１６６名

　●在宅福祉サービス事業説明会
　　期　日　令和２年７月２９日（水）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　２１名

Ⅱ 人と人とがつながる
町づくり

■令和２年度表彰伝達式
【表彰の部】
滝沢京子（町民生委員児童委員協議会）
坂本　梢（ひのでこども園）
高見幸子（町社会福祉協議会）
豊川由美子（町社会福祉協議会）
吉田タエ子（町食生活改善推進員会）

【感謝の部】
・寄付者
　デーリー東北六戸販売所　山内一豊
　柴山みつ江
・団体会員等
　㈲六戸温泉、㈲六戸ヘルスセンター

【六戸町共同募金委員会】　
社会福祉法人楽晴会、メープル職員互助会
㈱江戸屋、六戸町立六戸小学校
六戸町立七百中学校

■第７０回上北郡社会福祉大会
　【表彰の部】
　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

■第６９回青森県社会福祉大会
　【表彰の部】
　十文字利則（町民生委員児童委員協議会）
　吉田正一（町手をつなぐ親の会）
　北見歌謡会代表　北見二郎

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）

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 民間性を発揮した
社協づくり

Ⅳ 自立した暮らしを支える
サービスの充実

Ⅰ 住民参加で安心の
町づくり

令和２年度事業報告

Ⅲ 人を大切にし、 柔軟に
対応できる仕組みづくり

ふれあいネットワークふれあいネットワークいネ



令和２年度　決　算　報　告

　令和３年６月２１日に開催した定時評議員会において改選に伴う理事・監事を選任いただき、
同日に開催した第２回理事会で会長・副会長を選定しました。
　社会福祉法改正後に就任いただいた評議員も、この度初めての任期を迎え、令和３年６月１７日
に開催した評議員選任・解任委員会において、評議員を選任いただきました。
　引き続き、六戸町の地域福祉推進のため、役職員一丸となって業務に取り組んでまいりますので
皆様のご協力を賜りますようよろしくお願いします。

【役　員】（理事１０名・監事３名）
職　名 氏　名 選出区分
会　長 田中　孝雄 学識経験者

副会長
松浦　建一 諸機関・諸団体
苫米地和夫 学識経験者

理　事

鈴木　愛子 民生委員児童委員協議会
吉田　桓紀

住民代表
保土沢定一
長嶺　きみ

福祉関係団体岡田　寛視
小倉よしい
成田　チヱ ボランティア団体

監　事
佐々木　毅 民生委員児童委員協議会
高橋　一雄 住民代表
村上　一夫 福祉関係団体

任期：令和３年６月２１日から令和５年定時評議員会終結の時まで

【評議員】（１８名）
職　名 氏　名 選出区分

評議員

吉田　悦子
民生委員児童委員協議会小笠原　久

下田　孝子
三浦　英雄

住民代表杉山　　隆
北川　茂志
長根　一男 町議会議員
田中　兼光

福祉関係団体十文字利則
白井純一朗
柏崎　綾子
馬渕　紀子 ボランティア団体関川　幸子
田中　秀樹 諸機関・諸団体母良田　昭
田澤孝三郎 学識経験者田中　茂樹
佐藤　良一 関係機関の公務員

任期：令和３年６月２１日から令和７年定時評議員会終結の時まで

六戸町社会福祉協議会役員・評議員のご紹介

資金収支計算書 （単位：円）
収　　　入 支　　　出

科　　　目 決算額 科　　　目 決算額
会費収入 2,689,500 人件費支出 57,531,764
分担金収入 39,000 事業費支出 7,033,316
寄付金収入 548,117 事務費支出 6,652,754
経常経費補助金収入 26,555,600 短期借入金償還金支出 1,000,000
受託金収入 16,621,084 貸付事業支出 0
貸付事業収入 0 分担金支出 0
事業収入 424,424 助成金支出 255,000
介護保険事業収入 27,206,680 負担金支出 670,100
障害福祉サービス等事業収入 1,293,970 固定資産取得支出 275,000
短期借入金収入 1,000,000 基金積立資産支出 600,000
受取利息配当金収入 4,517 積立資産支出 8,883,872
その他の収入 354,132 その他の活動による支出 1,733,040
施設設備等収入 0 当期支出額計 84,634,846
積立資産取崩収入 2,800,000

当期収入額計 79,537,024 予備費 0
前期末支払資金残高 30,600,301 当期末支払資金残高 25,502,479

収入合計 110,137,325 支出合計 110,137,325

社協だより「ふれあい」　№654
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▶六戸町ゴルフ協会　会長　五十嵐健二　様
３５，０００円

▶匿　　名　　　　　　　　　　　　２０，０００円
▶六戸町民ゴルフ大会実行委員会

会長　五十嵐健二　様　　３９，３００円

ひとり親世帯への支援
▶デーリー東北六戸販売店　様　

ボックスティッシュ５箱組　３６個
▶田中靖子　様　　　　　　

にんにく味噌、じゃがいも、キャベツほか

みなさまの善意に感謝
（令和３年5月１日～令和３年８月３１日まで）

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。

▲目録を手渡す町ゴルフ協会の　五十嵐会長（右）

令和３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　～

　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。

・青い森信用金庫六戸支店 ・㈲システムD ・㈲吉田造園企画
・青森県観光開発㈱ ・㈲田清建築 ・㈲六戸温泉
・おいらせ農業協同組合六戸支店 ・デーリー東北六戸販売所 ・㈲六戸ヘルスセンター
・オレンジハートまるとく店 ・㈲日研設備 ・社会福祉法人楽晴会
・オレンジハート六戸バイパス店 ・㈱日産青森サービスセンター ・社会福祉法人もみじ会
・川尻商会 ・野田重機建設㈱ ・社会福祉法人希望
・㈱河野電気工業 ・㈱ViVo ・ひのでこども園（２口）
・㈲川村青果 ・マインマート鈴舎 ・こども園おひさま　
・㈱佐藤建設工業 ・㈱ユタカ工業

【団体会員】（敬称略・順不同）

総　　額 会費種類 内　　訳 金　　額

２,６１１,０００円
一 般 会 員 ２,３０９世帯 ２,３０９,０００円
賛 助 会 員 ６個人 １２,０００円
特別賛助会員 １団体・２個人 ２０,０００円
団 体 会 員 ２６団体 ２７０,０００円

令和３年８月３１日現在

【特別賛助会員】 （敬称略・順不同）

【賛助会員】 （敬称略・順不同）
・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　・円子　功　・村越　ミドリ



令和３年度８月大雨災害青森県義援金の募集
　令和３年８月からの大雨により、青森県内の３市町村（むつ市、七戸町、風間浦
村）に災害救助法が適用されたことから、青森県共同募金会では、この災害により被
災された方々を支援することを目的に災害義援金の募集を行います。

■受付期間　令和３年８月１８日（水）～令和３年１２月２８日（火）まで
■受付口座　

　※青森銀行・みちのく銀行各支店の窓口からの送金手数料は無料となります。
　※ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。
※上記以外の銀行からの振込やATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料
は有料となります。

■義援金の配分
青森県共同募金会で受け入れた義援金は、その全額を青森県令和３年８月９日からの大雨による災
害対策本部に拠出し、青森県が設置する「義援金配分委員会」を通じて、被災者に配分されます。
■窓口受付　六戸町共同募金委員会事務局でも受付しています。
　　　　　　六戸町大字犬落瀬字柴山３－９（六戸町老人福祉センター内）
■領 収 書　寄付をいただいた方へは、六戸町共同募金委員会名義の領収書を発行いたします。また、

寄付者が税制上の優遇措置を希望される場合、青森県共同募金会の領収書が必要になり
ますので、寄付の際にお声がけください。

■問合せ先　六戸町共同募金委員会（六戸町社会福祉協議会内）☎55－2943　担当：佐藤

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
青 森 銀 行 新 町 支 店 普通　６１７９９４ 社会福祉法人青森県共同募金会

災害たすけあい口みちのく銀行 本店営業部 普通　０１４７３６２
ゆうちょ銀行 ００１３０－９－４８７８２７ 青森県共同募金会大雨災害義援金
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老人福祉センター
利用案内

　老人福祉センターは、高齢者の健
康維持・増進、教養の向上、仲間づ
くりのための憩いの場です。
　サークル活動、団体の会議や研修
会、行事などでも利用できます。

●利用対象　町内在住の６０歳以上の方。
●利用料金　無　料
●開 館 日　月曜日～金曜日
　　　　　　午前１０時～午後３時
　　　　　　（祝日、年末年始は除く）
●入 浴 日　毎週火曜日・金曜日
●利用申込　初回利用時のみ事務所窓口

にお声がけください。
●問合せ先　電話　55－5133

■日　時　令和３年１０月２０日（水）
　　　　　９：００～１２：００
■場　所　六戸町老人福祉センター集会室
■材料費　２００円（当日徴収）
■対象者　町内在住でおおむね６０歳以上の方
■定　員　先着１０名（定員になり次第締め切ります）
■申込み　９月２７日（月）８：１５より受付開始
■申込先　六戸町社会福祉協議会　☎55－2943

※新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合
があります。

　コロナ禍で離れた家族に会えない日々を
過ごされていることと思います。
　こんな時だからこそ、世界でひとつだけ
の手作り絵はがきで、離れている家族に
メッセージを伝えてみませんか？

いきいき創作教室

絵はがきづくり



　５月２６日（水）舘野公園で開催され、参加し
た６５名は元気いっぱいプレーを楽しみました。
　２コース１６ホールを回った参加者から「コ
ロナ禍でなかなか外出できずにいたが、天気に
も恵まれ気分転換になった。」と笑みがこぼれ
ていました。
　大会の結果は以下のとおりです。

　７月２６日から８月１１日の期間で、六戸高
校生を対象としたボランティア２０２１を実施
しました。
コロナ禍でのボランティア活動ということもあり、
地域密着型通所介護にこにこ七百では草取りな
ど主に屋外での環境整備を行いました。
　また、こども園えがおでは、プールの引率や
夕涼み会のお手伝いを行いました。
　にこにこ七百で活動した生徒は「直接利用者
と触れ合えなかったけど、施設の役にたてた事
はとてもうれしい。」と達成感を感じていました。
　また、こども園えがおで活動した生徒は「園児
が喜んでくれて、その笑顔に癒されました。」と
活動を振り返っていました。

　８月５日（木）お盆を前にお墓の掃除が一人
では困難な高齢者世帯に、生活支援パートナー
を派遣し一緒に掃除を行いました。
　２名の申込みで３名の生活支援パートナーを
派遣しました。
　炎天下の中、掃除をしてくれた生活支援パー
トナーの山内瑞子さんは「いくつになっても自
分を頼りにしてくれる方がいたらお手伝いしま
すよ」と、活動が生きがいになっていることに
満足しているようでした。
　きれいになったお墓を前に利用者は、「お盆に
また来るからね」と声をかけていました。
【協力いただいた生活支援パートナー】
　山内瑞子さん、関川幸子さん、吉田悦子さん

　７月１２日（月）開知小学校、同１９日（月）大
曲小学校で、青森県共同募金会とヴァンラーレ
八戸による『赤い羽根ヴァンラーレタイム』が
開催され、プロサッカー選手と一緒にミニゲー
ムを行うなど交流を深めました。
　初めに、県共同募金会から赤い羽根共同募金
がどのようにして始まり、集められた募金が自
分の町の福祉に役立てられていることを説明。
募金への協力を求めました。
　続いて選手から「夢を持つことの大切さ」と
して、夢を叶えるためにたくさんの人の支えが
必要であることや今自分が何をするべきかを考
えることの大切さを伝えてもらいました。
　生徒は「プロの選手にナイスと褒めてもらって
本当にうれしかった」と目を輝かせていました。

令和３年度　いきいき
グラウンド・ゴルフ大会（春）

ボランティア2021 生活支援パートナー
お墓掃除

福祉出前講座
ヴァンラーレタイム

大会結果（敬称略）
■一般の部 ■協会の部

１位　下田アイ子 １位　松橋昭治
２位　高坂　茂 ２位　田中孝雄
３位　苫米地良金 ３位　髙田源治
４位　伊藤義則 ４位　佐賀　均
５位　川上元一郎 ５位　木村政美
６位　苫米地サヨ ６位　渋谷進作
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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 相談員

１０月　５日（火） 人権擁護委員　坂本　りつ

１０月１９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 １日（金）

５日（火） ８日（金）
１２日（火） １５日（金）
１９日（火） 2２日（金）
２６日（火） ２９日（金）

■入浴時間
　10：00～15：00

10月の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。

行政相談とは
　行政に関する苦情、意見・要望を受け付け、
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活かされます。

社協だより「ふれあい」　№658

【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３年１０月１５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

お問い合わせフォーム
からも申込できます。

　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）

脳トレクイズ

桃
太
郎

カ
ラ
ス

お
月
見

う
さ
ぎ

【問題】

【例】

海 店 背
中

心配ごと相談日

ふれあい・いきいきサロン
10月の行事予定

期　日 サロン 場　所 時　間 内　容
10月　4日（月） み な み 南町（一）公民館 9：30～12：00 布切り絵
10月13日（水） 上 町 上町公民館 10：00～12：00 花のぬり絵
10月13日（水） 小平・柳町 小平・柳町公民館 10：00～13：00 中止
10月17日（日） 上 吉 田 上吉田公民館 10：00～12：00 ゲーム
10月18日（月） 七 百 開知小隣公園 9：30～11：00 グラウンド・ゴルフ
10月21日（木） 小 松 ケ 丘 小松ケ丘地域交流館 9：30～12：00 ぬり絵／ゲーム
10月22日（金） 大 曲 大曲公民館 9：30～12：00 DVD鑑賞
10月28日（木） 押 込 小川原湖青年の家 9：30～12：00 七宝焼き体験


