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主
な
内
容

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

第27回 六戸町社会福祉大会

⃝第27回六戸町社会福祉大会・・・・・・・・Ｐ１
⃝令和３年度　事業報告・・・・・・・Ｐ２～Ｐ３
⃝令和３年度　決算報告・・・・・・・・・・Ｐ４
⃝令和４年度　会費報告・・・・・・・・・・Ｐ５

⃝事業実施報告・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６
⃝行事等案内、寄付報告・・・・・・・・・・Ｐ７
⃝10月の行事予定・クイズ・・・・・・・・・Ｐ８

【申込方法】　参加を希望される方は、９月30日（金）
までに、六戸町社会福祉協議会へ電話又は
メールでお申し込みください。
　電　話　０１７６－５５－２９４３
　メール　rokunohe.shakyo.03@gaea.ocn.ne.jp

【そ の 他】　感染対策として、参加される皆様は、
入場の際の検温と消毒・マスク着用をお願いします。

　９：３０～　受　　付
１０：００～　式　　典
　　　　　　　・六戸町社会福祉協議会会長表彰

（表彰の部・感謝の部）
　　　　　　　・六戸町共同募金委員会会長表彰
１０：４０～　映画上映

「ぼけますから、
　　よろしくお願いします。」

１２：４５　　終　　了

日　程

認知症の母と耳の遠い父と離れて暮らす私
広島県呉市。泣きながら撮った1200日の記録

■映画監督：信友直子■

参加無料・先着50名　事前申込が必要です。

令和４年10月２日（日）
１０：００～12：４５

六戸町文化ホール
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１－１　住民主体の地域づくり
■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
　●生活支援コーディネーターの配置
　●養成講座の開催
　　生活支援パートナー基礎講座　中止
　　スキルアップ講座　参加者１０名
　
■福祉安心電話サービス事業（町補助事業）
　・加入世帯　　　　　　　　　３５世帯
　・協力員　　　　　　　　　　１０９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　　２９３件
　・新規加入者説明会　３回　延べ１３名
　●買い物送迎サービス
　　期　日　令和３年　８月１２日（木）
　　　　　　令和３年１２月２８日（火）
　　場　所　イオンスーパーセンター十和田
　　参加者　延べ７名
　●福祉安心電話ネットワークのつどい
　　期　日　令和３年１０月２５日（月）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　２５名

■地域における生活困窮者等のための共助の
　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　９８名
●ネットワーク会議
　延べ２１地区　　延べ参加者１４０名
●地域支え合い講座
　期　日　令和３年１１月１８日（木）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　参加者　２７名

１－２　ボランティア活動と福祉教育
■ボランティアセンターの運営
　●ボランティアの派遣
　　延べ５福祉施設
　　六戸高生延べ１２名
　●掃除ボランティア活動
　　期　日　令和３年　８月１１日（水）
　　依頼者　ひとり暮らし高齢者　９世帯
　　活動者　六戸高生３名　一般２名
　●ボランティア保険加入手続き　２１６名

■収集活動
　●ペットボトルキャップ　３５０㎏
　　協力団体　六戸小学校、六戸中学校
　　　　　　　老人福祉センター
　●プルタブ・アルミ・スチール　１１９㎏
　　協力団体　六戸中学校
　　　　　　　老人福祉センター

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 つながりを大切にし

支え合う地域づくり

令和３年度事業報告

■災害時における福祉救援・ボランティア活動
●災害ボランティア研修会の開催
　期　日　令和３年１２月２日（木）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　参加者　３１名

■福祉教育事業
●出前福祉講座

〔車いす体験〕
　六戸小学校５年　　　　２９名
　大曲小学校５年　　　　５１名

〔高齢者疑似体験〕
　大曲小学校６年　　　　５３名

〔手話体験〕
　六戸小学校３年　　　　３０名
　大曲小学校３年　　　　５２名

〔点字体験〕
　大曲小学校４年　　　　４８名

〔アイマスク・ガイドヘルプ体験〕
　六戸小学校４年　　　　２９名

〔赤い羽根×ヴァンラーレタイム〕
　開知小学校５・６年　　２４名
　大曲小学校５・６年　１０４名

〔防災講座〕
　舘野町内会　　　　　　２０名
　たての台楽笑クラブ　　２０名

〔福祉講座〕
　たての台楽笑クラブ　　１４名

　●福祉教育・ボランティア活動推進会議
　　期　日　令和３年５月６日（木）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　学校教諭　５名
　　　　　　青森県共同募金会職員　２名
　　　　　　ヴァンラーレ八戸広報　１名

１－３ 　当事者組織の支援と救護活動
■福祉団体への支援
　●支援団体
　・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
　●福祉団体会計確認及び打合せ会
　　期　日　令和３年１１月１５日（月）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　５名

■援護活動事業
　●災害見舞金　住居全焼　１件

■ひとり親世帯への食材無料給付
【１回目】　
　期　日　令和３年　７月　４日（日）
　申込み　３３世帯

【２回目】
　期　日　令和３年１１月１４日（日）
　申込み　４１世帯

　【３回目】
　　期　日　令和４年　３月２０日（日）
　　申込み　３７世帯

■フードパントリーの開催
期　日　令和３年　７月　４日（日）
　　　　令和３年１１月１４日（日）
　　　　令和４年　３月２０日（日）
場　所　六戸町老人福祉センター

２－１ 　総合相談支援
■心配ごと相談所（町補助事業）
　●心配ごと相談所
　　開設日数　１２日
　　相 談 者　　６名
　　取扱件数　　６件

●特設合同相談
　行政合同相談　　　５月２５日（火）
　　　　　　　　　１０月１９日（火）
　人権合同相談　　　６月　１日（火）
　　　　　　　　　１２月　７日（火）
●会議・研修等
・心配ごと相談所運営会議
　期　日　令和３年　４月　７日（水）
　場　所　六戸町老人福祉センター
　参加者　９名
・令和３年度相談技法研修会
　期　日　令和３年１２月１７日（金）
　場　所　六戸町役場
　参加者　１０名（相談員）

■福祉事務所未設置町村による相談事業
　●相談実績
　　新規相談者数　　３４名
　　継続相談者数　　　８名
　　相談件数　　　　８６件
　　支援回数　延べ１０２回
　●支援調整会議への参画　２回

■青森しあわせネットワーク事業への参加
　●総合相談　　３件　
　●経済的援助　５件
　　支 援 額　　２５，２２７円
　●フードサポート　３件
　●就労体験・社会参加活動　１名　３回

■生活福祉資金貸付制度（県社協受託）
　・相談件数　１４件
　・申請件数　　１件
　・決 定 額　　１件　３００，０００円
　・３月末現在貸付件数　２９件

■たすけあい資金貸付
・相談件数　　３件
・申請件数　　２件
・決 定 額　　２件　１５０，０００円

Ⅱ 住民に寄り添い
　　断らない相談支援
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２－２　権利擁護
■日常生活自立支援事業
　●利用者契約及び生活支援状況
　・支援件数　　　　１２件
　・生活支援員　　　　３名　　
　・支援回数　延べ１９６回

■法人後見事業（新規）
　・上十三地域市民後見人養成講座受講

■福祉サービス苦情解決体制
　●苦情解決第三者委員運営会議
　　期　日　令和３年　４月２８日（水）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　３名
　●苦情受付状況　　　　なし
　●ヒヤリハット報告　　４件
　●意見・要望　　　　　なし
　●事故報告　　　　　　３件

３－１　高齢者・障害者の生活支援
■在宅介護用器具貸出
　・ギャッチベット貸出　１８台
　・車いす貸出　　　　　２８台

■移送サービス事業
　実利用者　４０名　利用回数　延２７５回

■救急医療情報キットの配布事業
　新規配布世帯　４７世帯

■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　延べ　６名
　・活動回数　　　　延べ３５回

■保険外訪問介護事業
　実利用者　　　　３名
　延訪問回数　　８６回

■LED照明設置
　期　　日　令和３年　６月１６日（水）
　設　　置　ひとり暮らし高齢者宅　５台
　協　　力　㈱河野電気工業

３－２　介護予防と生きがいづくり
■高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

●ふれあいいきいきサロン
上吉田サロン　　　８回／延べ　６９名
七百サロン　　　　３回／延べ　４６名

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！
小平・柳町サロン　２回／延べ　１６名
鶴喰サロン　　　　１回／　　　１８名
長谷サロン　　　　２回／延べ　１２名
大曲サロン　　　　８回／延べ　３８名
小松ヶ丘サロン　　５回／延べ　６２名
みなみサロン　　　３回／延べ　４５名
金矢サロン　　　　５回／延べ　３５名
押込サロン　　　　４回／延べ　３５名
沖山サロン　　　　１回／　　　　６名
通目木サロン　　　２回／延べ　１０名
上町サロン　　　　７回／延べ１０３名
高舘サロン　　　　２回／延べ　１９名
岡沼サロン（新規） １回／　　　１５名

■いきいきグラウンド・ゴルフ大会
　期日／参加者
　　令和３年　５月２６日（水）／６５名
　　令和３年１１月　８日（月）／７１名
　場　所　舘野公園　

■いきいき創作活動
　●布ぞうりづくり
　　期　日　令和３年　６月２８日（月）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　６名
　●七宝焼き体験
　　期　日　令和３年　８月２６日（木）
　　場　所　小川原湖青年の家
　　参加者　６名
　●絵手紙づくり
　　期　日　令和３年１０月２０日（水）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　４名
　●ミニ門松づくり　
　　期　日　令和３年１２月２７日（月）
　　場　所　六戸町老人福祉センター
　　参加者　６名

■ウォーキング
　実施回数　火曜日４８回
　延参加者　５２６名　

■元気はつらつ教室
　実施回数　金曜日３６回
　実参加者　２３名　延参加者　３５１名

■町老人福祉センターの管理・運営
　入浴日　７２回　延利用者　１，９９１名

３－３　公的な福祉サービス
■介護保険サービス
　●居宅介護支援事業
　　実利用者数　　　１３２名
　　認定調査件数　　　３１件
　●訪問介護事業
　　実利用者数　　　　４５名
　●総合事業訪問型サービス
　　実利用者数　　　　１８名

■障害福祉サービス
　　実利用者数　　　　　６名

４－１　組織体制の強化
■理事会・評議員会・監査会
　●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　　　　　　１回
　●たすけあい資金貸付審査会　２回
　●評議員選任・解任委員会　　１回
　●理事推薦委員会　　　　　　１回

４－２　持続可能な法人経営
■自主財源と公的財源確保
　●社協会員の促進　
　　会費合計　　　　２，６５２，０００円
　●赤い羽根共同募金運動の推進
　　共同募金合計　　１，８８８，７５４円

４－３　広報・啓発活動
■広報誌・情報誌の発行
　●社協だより「ふれあい」　年３回
　●社協通信「コラボ」　　　年９回
　●ホームページの運営・管理
　●第２６回六戸町社会福祉大会
　　（表彰授与式のみ）
　　期　日　令和３年１２月　１日（水）
　　場　所　六戸町老人福祉センター

■第２６回六戸町社会福祉大会
　【感謝の部】

・寄　付　者
　㈱河野電気工業
・団体会員等
　六戸町商工会、㈲吉田造園企画、
　川尻商会

　【六戸町共同募金委員会】　
　・団　体

青森エンジニアリング㈱、六戸中央
印刷、もりとみ、マインマート鈴舎、
沼田医院、スノヤ商店、水無月、旭
商事㈱旭商事生コン

■第７１回上北郡社会福祉大会
　【表彰の部】
　社会福祉協助者　㈱河野電気工業

　【感謝の部】
　デーリー東北六戸販売所　山内　一豊
　柴山　みつ江

Ⅲ 暮らしの安心・喜び・笑顔
を支える福祉サービス

Ⅳ 信頼され開かれた組織づくり

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）



事業活動計算書事業活動計算書資金収支計算書資金収支計算書

貸借対照表貸借対照表（令和４年３月31日現在）（令和４年３月31日現在）
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令和３年度 決算報告（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

勘定科目 金額（単位：円）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
　
　
益

会費収益 2,652,000
分担金収益 39,000
寄附金収益 196,881
経常経費補助金収益 21,494,100
受託金収益 15,003,896
事業収益 463,785
介護保険事業収益 26,168,530
障害福祉サービス等事業収益 1,201,590
短期借入金収益 0
その他の収益 4,940,902

サービス活動収益計（1） 72,160,684

費
　
　
用

人件費 54,722,363
事業費支出 5,638,218
事務費支出 7,191,852
短期借入金償還金 0
助成金費用 255,000
負担金費用 659,100
基金繰入額 200,000
減価償却費 795,840

サービス活動費用計（2） 69,462,373
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） 2,698,311

サ
ー
ビ
ス
活
動

外
増
減
の
部

収益 受取利息配当金収益 1,242
費用 サービス活動外費用計（4） 0

サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） 1,242
経常増減差額 2,699,553

特
別
増
減

の
　
　
部

収益 特別収益計（8） 0

費用 固定資産売却損・処分損 323,930
特別費用計（9） 323,930

特別増減差額（10）＝（8）－（9） －323,930
当期活動増減差額（11）＝（7）+（10） 2,375,623

繰
越
活
動
増
減

差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（12） 14,129,550
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12） 16,505,173
基本金取崩額（14） 0
基金取崩額（15） 0
その他の積立金取崩額（16） 1,632,000
その他の積立金積立額（17） 200,000
次期繰越活動増減差額
（18）＝（13）+（14）+（15）+（16）－（17） 17,937,173

資産の部 負債の部
勘定科目 金額（単位：円） 勘定科目 金額（単位：円）

流動資産 28,182,328 流動負債 3,988,251
現金預金 18,081,122 事業未払金 3,806,333
事業未収金 10,087,030 預り金 3,600
立替金 0 職員預り金 178,318
前払金 14,176

固定資産 86,501,252 固定負債 42,869,156
基本財産 1,000,000 退職給付引当金 42,869,156

定期預金 1,000,000 負債の合計 46,857,407
その他固定資産 85,501,252 純財産の部

車輌運搬具 1 基本金 1,000,000
器具及び備品 867,831 第一号基本金 1,000,000
権利 220,440 その他の積立金 48,889,000
ソフトウェア 2,357,334 基金積立金 26,300,000
長期貸付金 70,000 人件費積立金 20,652,000
退職手当積立基金預け金 26,704,860 備品等購入積立金 1,937,000
退職給付引当資産 6,391,786 次期繰越活動収支差額 17,937,173
福祉基金積立資産 26,300,000 （うち当期活動増減差額） 2,375,623
人件費積立資産 20,652,000
備品等購入積立資産 1,937,000 純資産の部合計 67,826,173

資産の部合計 114,683,580 負債及び純資産の部合計 114,683,580

勘定科目 金額（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

会費収入 2,652,000
分担金収入 39,000
寄附金収入 196,881
経常経費補助金収入 21,494,100
受託金収入 15,003,896
貸付事業等収入 80,000
事業収入 463,785
介護保険事業収入 26,168,530
障害福祉サービス等事業収入 1,201,590
受取利息配当金収入 1,242
その他の収入 4,940,902

事業活動収入計（1） 72,241,926

支
　
　
出

人件費 69,977,845
事業費支出 5,638,218
事務費支出 7,191,852
貸付事業等支出 150,000
分担金支出 0
助成金支出 255,000
負担金支出 659,100

事業活動支出計（2） 83,872,015
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） －11,630,089

施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

収入 施設整備等収入計（4） 0

支出 固定資産取得支出 2,184,325
施設整備等支出計（5） 2,184,325

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） －2,184,325

そ
の
他
活
動

に
よ
る
収
支

収
　
入

積立資産取崩収入 1,632,000
その他の活動による収入 13,148,700

その他の活動収入計（7） 14,780,700

支
　
出

基金積立資産支出 200,000
積立資産支出 577,208
その他の活動による支出 1,497,480

その他の活動支出計（8） 2,274,688
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） 12,506,012

予備費支出（10） 0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）－（10） －1,308,402

前期末支払資金残高（12） 25,502,479
当期末支払資金残高（11）+（12） 24,194,077
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令和４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 ・蹴揚建設㈱ ・㈱ユタカ工業
・青森県観光開発㈱ ・幸寿し ・㈲吉田造園企画
・㈲いろは木材 ・㈱佐藤建設工業 ・㈲六戸温泉
・㈱漆舘組 ・㈲システムD ・六戸中央印刷
・エスノス六戸福祉センター ・㈱就和建設 ・六戸町商工会
・㈲エスポワール ・スノヤ商店 ・㈲六戸ヘルスセンター
・おいらせ農業協同組合六戸支店 ・スノヤ薬局 ・社会福祉法人楽晴会
・㈲小野寺水道設備工業 ・㈲田清建築 ・社会福祉法人メープル
・㈲小原タクシー ・デーリー東北六戸販売所 ・社会福祉法人もみじ会
・オレンジハートまるとく店 ・㈱ニイヤマハウス ・社会福祉法人希望
・オレンジハート六戸バイパス店 ・㈲日研設備 ・さつき保育園
・㈲楓プロジェクト ・㈱日産青森サービスセンター ・ひのでこども園
・㈱カクタ ・野田重機建設㈱ ・こども園おひさま
・川尻商会 ・㈱光建設 ・こども園えがお
・㈱河野電気工業 ・㈱ViVo 
・㈲川村青果 ・マインマート鈴舎

【団体会員】（敬称略・順不同）

総　　額 会費種類 内　　訳 金　　額

２,７７１,０００円
一 般 会 員 ２，２５７世帯 ２,２５７,０００円
賛 助 会 員 ２個人 ４,０００円
特別賛助会員 ３個人・６団体 ５０,０００円
団 体 会 員 ４６団体 ４６０,０００円

令和４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）

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

・佐藤　健一　　・小原　英雄
六戸町社会福祉協議会で
は年間を通じて会員募集
を行っています。
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　６月１６日（木）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。
　調整など操作がリモコンで出来るようにもなり、
お部屋が明るくなるだけではなく、設置された皆
さんの笑顔も輝いていました。
　社会貢献事業の一環として寄贈・設置もおこな
っていただきました㈱河野電気工業様ありがとう
ございました。

　８月８日（月）お盆を前にひとり暮らし高齢者４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行いました。
　墓石の土ぼこりを布で丁寧に水拭きし、周囲の雑草も取り除きました。
　依頼者の津嶋京さんは「きれいになったお墓でお盆を迎えることがで
きてありがたい」と満足そうでした。
　参加した生活支援パートナーの山内瑞子さんは「誰かの役にたつこと
ができるうちは、これからも協力していきたい」と話す姿がとても印象
的でした。

　８月１０日（水）中高生１０名が３班にわかれ、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、高齢者に難しい高い所の窓ガラスや蛍光灯
等の掃除を行い、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、
参加した生徒は協力しながら手際よく窓ふきを行いました。
　依頼した高田慶子さんは「高いところは自分でできない
から本当にありがたい」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「普段高いところなど
掃除できない方々の掃除ができて、
とてもやりがいを感じた。高齢者の
方が掃除後にお礼を言ってくれてこ
っちも笑顔になれた。」と話していま
した。

　８月２４日（水）いきいき創作教室「こぎん刺し」を開催しました。
　刺し方・糸始末に加え、布に刺すのとは違い、麻素材のジュート
バックの目数を数えるのにみなさん苦戦していましたが、ものすご
い集中力で基本の図案を完成。
　「さぁここから」と思ったところで時間が来てしまいましたが、参
加者からは「楽しかった、また何か手芸やってください」との声があ
りました。

LED照明　高齢者宅設置

生活支援パートナー派遣事業　～お墓の掃除～

中高生お掃除ボランティア

いきいき創作教室　～ジュートバックに「こぎん刺し」～
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【寄　　付】
▶匿　　名　　　　　　　　　　１０，４８８円
▶匿　　名　　　　　　　　　　　９，３３０円
▶北見歌謡会　
　代表　北見二郎　様　　　　　５４，５８２円
▶匿　　名　　　　　　　　　　　３，０００円
▶匿　　名　　　　　　　　　　　車いす　１台
▶高舘康子様・藤内ハルエ様
　高舘タケ様・十文字由夏様　　２０，０００円
▶六戸町商工会　
　会長　佐藤陽大　様　　　　　７６，５００円
▶若葉会　会長　角田京子　様　　５，０００円

【子育て家庭応援事業への寄付】
▶デーリー東北六戸販売所
　ボックスティッシュ（５箱組）４０個ほか
▶田中靖子　様
　キャベツ、ジャガイモ、ニンジンほか
▶匿　　名　　
　トイレットペーパー（12ロール）　４０個
▶匿　　名　　ノート　８冊、そうめん　15袋
▶匿　　名　　ナスの苗　２０株
▶月窓寺　様　　お菓子、ジュース、缶詰ほか
▶小松ケ丘連合町内会
　ホットケーキミックス　11箱ほか

みなさまの善意に感謝（令和４年４月２９日～令和４年８月３１日受付分）

◀
北
見
歌
謡
会
　
様

■日　時　令和４年１０月１９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　５００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６名（定員になり次第締め切りいたします）
■申込み　９月２６日（月）９：００より受付開始
■申込先　六戸町社会福祉協議会　　電話　５５－２９４３
■持ち物　裁縫道具一式・ものさし３０㎝

　福祉安心電話とは、電話回線を利用し、ボタンを押すだけで24
時間緊急を知らせることのできるシステムです。
　近隣住民や関係機関が連携し、日常の困りごとや病気・障害など
による不安を解消し、設置者が住み慣れた地域で安心して暮らせる
よう支援していきます。
　また、付属として熱を感知し自動で通報してくれる火災報知器も
設置されます。 
●設置対象：ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯
●設置費用：無　料 
●協 力 員：民生委員を含めた近隣住民４人
●申 込 み：六戸町社会福祉協議会、六戸町地域包括支援センター、

担当民生委員にご連絡ください。

いきいき創作教室　～布ぞうりづくり～

24時間対応　緊急通報装置福祉安心電話

◀
六
戸
町
商
工
会
　
様

火災報知器安心電話
ペンダント



４日（火） ７日（金）
１１日（火） １４日（金）
１８日（火） ２１日（金）
２５日（火） ２８日（金）

10月の老人福祉センター入浴日

★入浴時間　１０：００～１５：００
★入浴は６０歳以上の町民であれば誰でも無料で利用
できます。
　※入浴道具は持参ください。
★火曜日１０時から「ラジオ体操」金曜日１０時から
「元気はつらつ教室」を実施しています。

※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。

※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。

期　日 相談員

１０月　4日（火） 人権擁護委員　田澤孝三郎

１０月１8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

※担当相談員は予告なく変更する場合があります。

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。
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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４年１０月１４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

専用フォームからも
申込みできます。

　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

り
ん
ご

く

り

【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
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。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  3日（月） み な み 南町（一）公民館 9：30～12：00 布切り絵
10月  9日（日） 上 吉 田 上吉田公民館 10：00～12：00 ゲーム
10月12日（水） 上 町 上町公民館 10：00～12：00 大人のぬり絵
10月17日（月） 七 百 開知小隣公園 9：30～11：00 グラウンド・ゴルフ
10月26日（水） 押 込 小川原湖青年の家 9：30～12：00 七宝焼き
10月28日（金） 大 曲 舘野公園 9：30～12：00 グラウンド・ゴルフ


