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　六戸町老人福祉センターでは、介護予防事業の
一環として元気はつらつ教室を開催しています。
　毎週金曜日、高齢者の方々が集い、簡単なスト
レッチやクノンボールやセラバンドを使った筋力
強化運動、高齢者に親しみやすい曲を使った体操
などを約１時間３０分行っています。
　身体を動かす心地よさや楽しさを実感していた
だくだけでなく、自然にコミュニケーションがと
れ、仲間とともに元気になります。
　「運動したいけど一人ではなかなか続かない」
という方は、ぜひ元気はつらつ教室に参加してみ
てください。

からだもこころも
元気になります！！

「体操すると体がとっ
ても楽になるのよ。」
私達、皆勤賞をねらっ
てがんばります！

「３６５歩のマーチ」
の軽快なリズムにあ
わせて「ワン、ツー、
ワン、ツー、休まない
で歩け～」
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「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」

基本
理念

平成２８年度の主な事業

平成２８年度に新たに始める事業

❷　ふれあい　№49

【基本方針】
　少子高齢化、住民の働き方の多様化や核家族化
の進行等により、支え合いの基礎となっていた家
族や地域社会の機能が変容し、これまであった家
族機能の低下や地域社会のつながりの希薄化が進
んでいます。
　このような中、高齢者や障がい者等の虐待、社会
的孤立や自殺、ニートや引きこもりなど、解決が難
しい福祉課題や生活課題を抱え、生活に困窮して
いる方が増加し、なんらかの支援が必要とされて
います。
　社会福祉協議会がこれまで培ってきたコミュニ

ティワークや個別支援の実践を基に、地域住民が
安心した生活を送るために住民と一体となった地
域福祉の推進を図り、地域の課題解決に向けた事
業展開と支援のネットワークづくりに取り組んで
いく必要があります。
　社会福祉協議会の使命として、個人の尊厳、自立
支援、利用者本位を掲げ、様々な事情により生活が
困難な状態であっても、安心して地域で生活でき
る連帯感の醸成や制度の谷間にある住民への支援
を総合的にコーディネートすることにより、地域
で安心した生活が継続できることを目指していき
ます。

六戸町生活支援体制整備事業 福祉安心電話サービス事業 ふれあい・いきいきサロン
在宅介護者の集い ひとり親家庭学習交流会 社協だより・社協通信の発行

町社会福祉大会・社協まつり 福祉懇談会 出前福祉講座
夏ボランティア体験 福祉体験サポーター養成講座 ボランティアセンターの運営
掃除ボランティア サンタボランティア 災害ボランティア活動

心配ごと相談所・福祉総合相談 生活困窮者自立相談事業 日常生活自立支援事業
生活福祉資金・たすけあい資金・

高額療養費資金貸付事業
在宅介護用器具貸付事業 移送サービス事業

軽度生活援助事業 救急医療情報キット配布 いきいきグラウンド・ゴルフ大会
元気はつらつ教室（介護予防事業） 居宅介護支援事業 訪問介護事業

訪問入浴介護事業
障害者居宅介護

（ホームヘルプサービス）
重度訪問介護

障害者相談支援事業 老人福祉センター管理・運営

六戸町生活支援体制整備事業

　地域包括ケアシステムの構築を
図るため、生活支援コーディネー
ターの配置と協議体を設置し、地
域の福祉ニーズに即した資源開発
やネットワークづくりを行います。
　見守りサポーターを配置し民生
委員と連携しながら、高齢者世帯
の見守り活動を実施していきます。

福祉体験サポーター養成講座

　高齢者疑似体験や車椅子体験な
ど、学校等の福祉教育の場面で、体

験活動のサポート
をする人材の育成
を行います。

救急医療情報キットの配布　　

　ひとり暮らしの高齢者を対象にかかりつ
け医や持病などの情報、緊急連絡先などの
情報を専用容器に入れ配布し、万が一の緊
急時に備えます。

障害者相談支援事業
●指定特定相談支援事業
　障害福祉サービス等の利用計画の作成・
利用計画の見直しを行います。
●指定一般相談支援事業
　入所施設や病院等からの退所・退院に当
たって支援を要する方に対し、施設や病院
と連携しながら地域移行に向けた支援を行
います。

サンタボランティア

　地域住民相互の連帯感を高める
ことを目的に地区のボランティア
がサンタクロースに
扮し、保護者から
預かったプレゼント
を子供達に届けます。



～去る３月１６日理事会、評議員会を開催し、平成２８年度事業計画及び予算が可決されました。

平成２８年度　予算　９０，１４８千円

社協会費会員募集　会費納入に御協力お願いします。

福祉サービス苦情相談窓口　　あなたのご意見・ご要望にお応えします。

社会福祉法人　六戸町社会福祉協議会
六戸町大字犬落瀬字柴山３－９（町福祉センター内）　☎５５－２９４３
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　六戸町社会福祉協議会では、住民主体の福祉活動の
実現と、円滑な事業・サービスの推進のため、毎年住民
の皆さまに会費納入をしていただいております。
　地域福祉とは、「自分達の地域は自分達でよくする」
をモットーに地域住民が主体となり、その知恵や資金
を出し合い協力しあって誰もが住みやすい町づくりを
目指すことです。
　皆さまからの会費は、社会福祉事業運営のために欠
かすことのできない大切な自主財源です。
　今年度もご協力をお願いします。

【会費の種類】
●一般会員　　　　１，０００円／年額
●賛助会員　　　　２，０００円／年額
●特別賛助会員　　５，０００円／１口
●団体会員　　　１０，０００円／１口

※６月～７月に町内会の区長さん、班長さんに
ご協力いただき、各世帯にお願いに伺います。
なお、町内会に加入されていない方で、ご協力
いただける方は、お手数ですが、六戸町社会福
祉協議会までご連絡ください。

　六戸町社会福祉協議会では社会福祉法第８２条の規
定により、福祉サービス苦情相談窓口を設置し、町民の
皆さまからのご要望や苦情など適切に対応し、よりご
満足いただける福祉サービスを提供するため努力して
おります。
　職員の対応やサービスに関する「ご意見」「ご要望」

「苦情」などございましたら、ご相談ください。

六戸町社会福祉協議会で解決できない苦情は、青森県
社会福祉協議会に設置されている青森県運営適正化委
員会に申し立てることができます。青森県運営適正化
委員会は、福祉サービスを利用されている方の苦情を
解決するため、法律の定めにより設置された、公正・中
立な機関です。　

●青森県運営適正化委員会　

　☎０１７－７３１－３０３９

●苦情解決第三者委員
　田　澤　孝三郎　☎５５－２５７８
　山　内　一　隆　☎５５－２５９７
　保土澤　 　子　☎５５－２１４７

●苦情解決責任者　事務局長　下田　　亨

●苦情受付担当者
　主　　　任　　　　　十文字　朋　人
　サービス提供責任者　飛　内　理　香

※ご意見・ご要望・苦情は、「苦情解決第三者委
員」に直接お話しをしていただくこともできます。
苦情解決第三者委員は、苦情解決にあたって公平
な立場で助言指導をいただくために、六戸町社会
福祉協議会長が委嘱した方々です。

収　入 （単位：千円）
会費 3,006 介護保険 31,743
寄附金・分担金 497 障害福祉サービス 4,452
県社協等補助金 513 短期借入金 1,000
町補助金 22,887 その他 1,093
共同募金配分金 1,400 積立資産取崩 1,955
県社協受託金 138 拠点サービス区分間繰入 6,709
町受託金 11,160 前期末支払資金残高 900
貸付事業収入 1,500 計 90,148
事業収入 1,195

支　出 （単位：千円）
人件費 60,844 固定資産 1,769
事業費 8,796 基金積立 200
事務費 5,313 積立資産支出 981
短期借入償還 1,000 拠点サービス区分支出 6,709
貸付事業支出 1,500 その他の活動支出 1,616
助成金支出 230 予備費 350
負担金 840 計 90,148

相談窓口



個人情報保護に関する方針　　（プライバシーポリシー）

高齢者見守りサポーター事業がはじまります。

　
ひとり親家庭支援事業

親子ふれあい学習交流会
福祉体験サポーター養成講座

１　本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、
実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取扱します。

２　本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
３　本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに

その利用目的の範囲のみ個人情報を利用します。
４　本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規程に基づく

場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外
部に提供しません。

５　本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、減失、
き損などを防止するため、適切な措置を講じます。

６　本会は、法人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・
削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これ
らの申し出があった場合には速やかに対応します。

７　本会は個人情報の取扱に関する苦情があったときは、適切か
つ速やかに対応します。

８　本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じる
とともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。

９　本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、
これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。

平成１７年４月１日制定
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　六戸町では、「ひとり暮らし高齢者」や「高齢者のみ
の世帯」が年々増えています。そうした状況の中で地
域に住む人達がお互いに支え合う仕組みづくりが求め
られています。
　六戸町では、平成２８年４月から地区の民生委員を
中心とした見守りグループを作り高齢者の人達の安否
確認や悩みごとの早期解決に向けた連絡係として、支
え合いの町づくりを行っていきます。

「見守り」活動は「気付き」（みつけること）
から専門家などに「つなげる」活動です。
　地域の誰もが少しだけ見守りに参加する
ことで、多くの人を支えることができます。

見守りとはこんなこと

　配達や訪問で地域を回っている人などは、まちの様子をよく知る人たちで
す。「いつものまち」を知っているからこそ、異変に気付くことができます。
　特別に時間を割いて何かをするのではなく、日常業務や生活の中で「それ
となく注意を払う」「さりげなく様子を見る」よう、ご協力をお願いします。

さりげない見守りで異変に気づく

●日　時　　平成２８年７月２１日（日）
　　　　　　８：３０～１５：３０
●場　所　　五所川原市
●対　象　　ひとり親世帯の親子
　　　　　　１０組
●参加費　
　親　　　 １，０００円
　子　ひとり　５００円（未就学児は無料）
●集　合　　８：３０　六戸町役場正面玄関前
●日　程
　親：ひとり親家庭制度説明と情報交換会
　子：金魚ねぶた作り体験
　　　立佞武多の館見学・ＥＬＭ散策
　※昼食はＥＬＭ内で各自でおとりいただきます。
●申込み　　平成２８年７月１９日（火）まで
●担　当　　十文字

●日　時　　平成２８年７月２７日（水）　
　　　　　　１０：００～１５：００
●場　所　　六戸町文化ホール　視聴覚室
●対　象　

町内の小学校等で行われる車椅子体験や高齢者疑
似体験のサポートとして御協力いただける方。
●参加費

無料　※講座終了時にボランティア活動保険料と
　　　　して３００円をいただきます。
●日　程　　
　　９：３０　受付開始
　１０：００　開会
　１０：３０　車椅子介助と車椅子体験
　１２：００　昼食休憩　※本会で準備いたします。
　１３：００　高齢者疑似体験
　１５：００　終了書授与
●申込み　平成２８年７月１５日（金）まで
●担　当　十文字



ボランティア募集　　～できることから始めてみませんか～

ボランティアセンターは
ボランティア活動をしたい人と
ボランティアを必要としている人を
つなぐところです。

移送サービス有償運転ボランティア

ぼらセン情報
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～囲碁・将棋が好きな方、町内の福祉施設で
　ボランティア活動をしてみませんか～

●募集内容　将棋、囲碁の知識を有している方で、
　　　　　　福祉施設等の利用者と対局できる方。
●活動場所　町内の福祉施設等
●募集人員　若干名
●募集条件　ボランティア活動保険に加入していただ

きます。保険料３００円

●要　件　
①　第一種普通免許をお持ちの方で過去２年間免許

停止が無い方。
②　おおむね７０歳以下の方
③　認定講習を受講できる方。
　（受講料は本会で負担します。）

福祉施設など
行事やイベントに参加できます。
●レクダンス愛好会　代表　天間　チヤ　

●３Ｂ体操　代表　宇都宮　恵美
（ボール・ベル・ベルトを使用し音楽に合わ
せて運動します。

●太極拳愛好会　代表　高橋　千鶴子

●アロハひばり　代表　中澤　早苗
　（フラダンス。施設慰問は少人数で
　日本の唄を踊ります。）

●あすなろコーラス　
　代表　坂本　昭之助
　活動月　平成２８年７月～９月

収集ボランティア　使用済み切手を集めています
　六戸町ボランティアセンターでは、使用済み切手をＪＯＣＳ

（日本キリスト教海外医療協力会）に寄付しています。日本
キリスト教海外医療協力会は、日本で初めて使用済み切手に
よる海外の医療支援を始めた団体で、アジアやアフリカの保
険医療事情の向上のため、役立てています。
●切手の切り取り方法
　★切手と消印は合わせて切り取ってください。

（何枚かまとめてある切手は、
まとめて切り取ってください。）

　★切手と消印のおよそ１㎝外側
　　を切り取ってください。
●切手の回収

★六戸町老人福祉センターにお持ちいただくか、御連絡い
ただければ取りに伺います。

ボランティアに関する問合せは　六戸町ボランティアセンターまで　☎５５－２９４３

調理ボランティア

若葉会　会員募集
若葉会事務局
馬渕さんの手作りのチラシです。

●問合せは
　事務局　馬渕紀子さんまで
●連絡先
　☎５５－３９５０



会員募集中 仲間づくりの輪をひろげよう！！
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　会長　熊　谷　　隆
　六戸町老人クラブ連合会は、町内会など
同一地域を単位とした老人クラブが１２単
位あります。会員は２７０名で、健康づく
りと仲間づくりのために年間を通じて活動
をしています。
　あなたも仲間と一緒に老人クラブへ参加
しませんか！

●会員の資格　概ね６０歳以上の方（６０歳以下でも可）
●年 会 費　１，０００円～２，０００円
●活 動 内 容　お花見会、いきいきスポーツ大会、官庁街環境整備、

お楽しみ会、研修会、スポーツ大会、喜楽笑の集い
（芸能発表会）、湯治の旅など

単位老人クラブ
ク ラ ブ 名 会長名 電　話
柳 町 学 区 田中　正見 55-2619
上 吉 田 佐藤　　譲 55-5179
長 谷 小笠原邦定 55-3579
折 茂 高森　好助 55-2262
高舘長寿クラブ 岡田　寛視 55-2324
犬 落 瀬 寿 楽 会 山内　サヨ 55-2566
犬 落 瀬 吉 祥 会 熊谷　　隆 55-2713
七 百 康 楽 会 坂本　定市 55-2485
大 曲 学 区 中野高一郎 55-2676
沖 山 沖沢　　仂 55-4235
岡 沼 佐々木片郎 55-3880
金 矢 山本　ヒデ 53-7858

六戸町老人クラブ連合会

★加入申し込みは、単位クラブ会長又は六戸町老人クラブ連合会事務局（☎５５－２９４３）まで

　会長　前川原　正顕
　今年こそグラウンド・ゴルフを体験してみませんか？
個人戦なので誰にも気兼ねはいりません。
　健康と仲間作りの場として大いに楽しみましょう。

六戸町グラウンド・ゴルフ協会 ●練習日
　毎週火曜日・木曜日・土曜日
●場　所
　六戸町総合運動公園
　舘野公園内
●連絡先
　六戸グラウンド・ゴルフ協会
　　　　　前川原　５５－２４６８
　　　　　土　﨑　５２－７８８６

★６月９日（木）、六戸町総合運動公園において、第７回
六戸町長杯交歓大会が行われます。県内から500名位
参加の予定です。ぜひ足を運んで参考にしてください。

六戸町手をつなぐ親の会
会長　山本　嘉一

　私たち手をつなぐ親の会は、
知的障害を持つ子どもの保護者
で構成され、現在は６名で活動
しています。一緒に活動しませ
んか。

主な活動内容
　７月　親子ふれあい交流会（さくらんぼ狩り）
１０月　上北郡愛の輪レクリエーション大会への参加。
１２月　障がい者交流ボーリング大会（スポルト下田）

加入申込みは　六戸町社会福祉協議会　☎５５－２９４３まで

六戸町身体障害者福祉会
会長　田中　兼光

　六戸町身体障害者福祉会は、３０名の会員で活動し
ています。身体障害者手帳を交付されている方であれ
ば、どなたでも会員となることができます。
　年会費は１，０００円です。仲間と一緒に会を盛り
上げていきませんか。

主な活動内容
　４月　定例総会
　７月　上十三障がい者スポーツ大会への参加
　８月　会員ふれあい親睦会
　　　　（舘野公園でバーベキュー）
１０月　会員交流研修会（五所川原市立佞武多の館）
１２月　障がい者交流ボーリング大会（スポルト下田）



みなさまの善意に感謝　（平成２７年４月～平成２８年４月分）

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。

熊本地震義援金にご協力をお願いします。
「平成２８年熊本地震義援金」募集要綱

ふれあい　№49　❼

　平成２８年４月１４日に熊本県内において地震が発生し、県民の生活を脅か
し、また多数の住民に大きな被害をもたらしています。このことにより熊本県
全市町村において救助を必要とすることから、災害救助法が適用されました。
　熊本県共同募金会では、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、義援金の募集を行います。

●義援金の名称　平成２８年熊本地震義援金

●募 集 期 間　平成２８年４月１５日（金）～平成２８年６月３０日（木）まで

●義援金の振込窓口

　※肥後銀行、熊本銀行各本支店における窓口での振込みについての手数料は無料
　※上記以外の他銀行からの振込みについての手数料は有料

●義援金の配分
　熊本県共同募金会でとりまとめた義援金は、熊本県、日本赤十字社熊本県支部、熊本県共同募金会で構成
される義援金配分委員会で決定し、被災者へ配分します。

●問合せ先
　社会福祉法人熊本県共同募金会　電話　０９６－３５４－３９９３　ＦＡＸ　０９６－３５３－４５６６
　E-ｍail　info@akaihane-kumamoto.jp

・匿名　　　　　　　　　　　　２０，０００円
・㈱河野電気工業　代表　河野　みさ様
　　　　　　　　　　　　　　 ＬＥＤ照明５台
・六戸町グラウンド・ゴルフ協会様
　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００円
・匿名　　　　　　　　　　　　　１，４８７円
・六戸町民ゴルフ大会実行委員会
　会長　五十嵐　健二様　　　　４２，３５０円
(六戸町オープン・チャリティーゴルフ大会募金)
・匿名　　　　　　　　　　　　２０，０００円
・デーリー東北六戸販売所　山内　一豊様
　　　　　　　　　　　　　　　２０，０００円
（古新聞回収収益金）
・六戸町赤十字奉仕団様　　　　　２，８５７円
（メイプルタウンフェスタ2015における寄附金）

・小倉　よしい様　　　　　　　　３，０００円
・田中　孝雄様　　　　　　　　１０，０００円
・六戸町商工会建設工業部会
　部会長　河野　豊　様　　　　３０，０００円
・若葉会　会長　千葉スゲ子様　　５，０００円
・六戸町立六戸小学校様　　　　１０，７６４円
・六戸町立開知小学校ＪＲＣ委員会様
　　　　　　　　　　　　　　　１５，９４８円
・北見歌謡会　代表　北見ニ郎　様
　　　　　　　　　　　　　　　４３，７４１円
・青森県立六戸高等学校様　　　　　 ３７８円
・匿名　　　　　　　　　　　　７１，３９７円
・匿名　　　　　　　　　　　　２０，０００円

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
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期 日 サロン 場　所 時　間 内　容
６月　６日（月） 長谷サロン 米沢公民館 10:00～15:00 健康講話・３Ｂ体操
６月　８日（水） 上町サロン 舘野公園 10:00～14:00 グラウンド・ゴルフ
６月　９日（木） 小松ヶ丘サロン 小松ヶ丘中央公園 10:00～12:00 グラウンド・ゴルフ
６月１０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 健康体操・健康相談
６月１３日（月） みなみサロン 舘野公園 9:30～14:00 グラウンド・ゴルフ
６月１５日（水） 小平・柳町サロン 小平・柳町公民館 10:00～15:00 折り紙
６月２１日（火） 七百サロン 七百緑地公園 9:30～12:00 グラウンド・ゴルフ
６月２４日（金） 大曲サロン 舘野公園 9:30～14:00 グラウンド・ゴルフ
６月２４日（金） 押込サロン 押込公民館 9:30～12:00 粘土細工・健康相談

6月の行事予定

期　日 相談員
６月　１日（水） 人権擁護委員　４名
６月１５日（水） 民生委員　鈴木　愛子

心配ごと相談日
■時間　９：００～１２：００
■場所　六戸町老人福祉センター

３日（金） ７日（火）
１０日（金） １４日（火）
１７日（金） ２１日（火）
２４日（金） ２８日（火）

老人福祉センター入浴日

入浴時間
１０：００～
　１５：００

エスノスクラブ茶話やか会
日時　６月４日（土）　１０時～１４時
場所　エスノス六戸福祉センター

ふれあいいきいきサロン

❽　ふれあい　№49

６月１日は
人権合同相談日です。

　６月１日は、「人権擁護委員の日」です。女性・子
供・高齢者等をめぐる人権の問題や近所とのトラブル
など、身近なことで困っていることはありませんか。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。

　●時　間　９：００～１２：００
　●場　所　六戸町老人福祉センター
　●相談員　田澤孝三郎・坂本　りつ
　　　　　　竹島　敏男・苫米地正良

・内　容　ハンドケア、整体、エゴスキュー
　　　　　体操、芸能、踊り等
・持ち物　タオル、バスタオル、飲み水
・参加費　３００円
・問合せ　エスノスクラブ事務局
　電話　５５－５６０１
　携帯　０８０－５７３９－８８６０（杉山）

まちがい探しクイズ
２枚の絵には、ちがうところが８つ
あるよ。みつけたら右の絵のちがう
ところに○をつけよう

【応募方法】
★右の絵の間違いを赤色で○
で囲みハガキに貼って住所・
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
平成２８年６月１７日（金）

★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

ひだり みぎ

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。


