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社協だより

ふれあい

　12月３日、町文化ホールで第20回六戸町社会福祉大会を開催し、長年にわたり社会福祉活動に
功績のあった個人・団体に六戸町社会福祉協議会田中孝雄会長より表彰状や感謝状を贈りました。
　大会には社会福祉関係者など210人が参加。式典のほか、六戸高校の生徒によるボランティア活
動の報告や「ピンピンコロリの秘訣」と題して青森県立中央病院小野正人先生が講演を行いました。
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～第20回六戸町社会福祉大会～　社会福祉功労者を表彰

【表彰の部】
■福祉施設職員　社会福祉法人光龍会　ひのでこども園　長嶺寿子・社会福祉法人六戸福祉会　さつき保育園　十文字よし子
社会福祉法人メープル　在宅介護支援センター　船越睦子・社会福祉法人メープル　特別養護老人ホーム　袴田美穂子
社会福祉法人メープル　在宅介護支援センター　杉山淳子

■社会福祉関係役員　六戸町社会福祉協議会前副会長　小笠原邦定
■社会福祉協助者　ほのぼの交流協力員　田中正見・小笠原栄治・田中智子・松浦弘子・中島ミチ・村越ノリ・斎藤幸子・黒沢喜代
【感謝の部】　
■寄 付 者　北見歌謡会　代表　北見ニ郎　
■団体会員　㈲小野寺水道設備工業・マインマート鈴舎・第二日の出保育園
【六戸町共同募金委員会】
マルキュー寝具㈱・㈱スズキ自販三沢小松ヶ丘営業所・㈲エスポワール・㈲システムＤ・㈲ファミリープラザろくのへ
㈱河野電気工業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略・順不同）
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ふれあい・いきいきサロンは地域のみんなが主役です。

出前福祉講座でたくさんのことを学びました。

　子供達も参加し、わきあいあいと塗り絵を楽しみました。思い
思いの色を塗って、個性あふれる作品ができあがりました。
　「正月に飾れるなぁ」とみなさん喜んでいました。

　小松ヶ丘サロンでは季節感を取り入れたお
菓子作りを行っています。12月は地元の北
川郁子さんの指導により、豪華なクリスマス
ケーキを作りました。

押込サロン　干支のぬり絵

　七百サロンでは10月～ 12月に開知小学校児童との交流会を行
っています。
　12月は３年生の児童15名がサロンを訪れ、学校で栽培したさ
つまいもを使って料理をしたり、お年寄りの指導を受けながらニ
ュースポーツのスカットボールに挑戦したり、楽しい時間を過ご
しました。

七百いきいきサロン
～開知小学校３年生との交流～ 

小松ヶ丘サロン
クリスマスのお菓子づくり

手話教室
―六戸小学校、大曲小学校３年― 
　三沢ろう協会の新山恵さんと大釜正司朗
さんから「おはよう、こんばんは、こんにち
は、ありがとう」の手話や指文字を使った自
己紹介の仕方など教えていただきました。
　また、耳の不自由な方が生活の中で使っ
ている道具など見せていただきました。　

アイマスク・ガイドヘルプ体験
―六戸小学校４年― 

生徒の感想・・・・・
・ふつうの人達なら使えないものも使えるように頑張っているのですごい
と思います。
・目の見えない人は大変だと思いました。なぜかというと目の見えない人
が階段を上がったり、下がったりする時、つっかかったりすると転んで
大けがになるからです。だから階段のところで目の見えない人が困って
いたら助けたいと思います。

・私は盲学校のせいとさんと六小をくらべてみました。教科書など使う道
具はちがうけれど、時間やきゅう食などほぼ同じでした。それと教科書、
道具などさわったり話しを聞いたりして、使うのは大変だけどみんなが
んばって勉強しているんだなと思いました。

八戸盲学校の先生
方に視覚障害のあ
る方の学校生活の
様子を聞いたり、
ガイドヘルプの仕
方など多くのこと
を学びました。



3　ふれあい№48

　第64回青森県社会福祉大会がリンクステーションホール青森
において開催され、六戸町からは社会福祉事業に貢献された方々
３名が表彰されました。
■福祉団体等役員　【敬称略：順不同】
　田　中　兼　光（六戸町身体障害者福祉会）
　山　本　嘉　一（六戸町手をつなぐ親の会）
　田　村　みよ子（六戸町手をつなぐ親の会）

～青森県社会福祉大会～　社会福祉功労者３名表彰

　12月24日、25日の２日間、中学生、高校生18人が12世帯の
高齢者宅を訪れ、高所の掃除や窓ふきなどを行いました。
　
　この事業は町内の75歳以上高齢者世帯を対象に、お年寄りに
難しい電気の掃除や窓拭きなどを行い、きれいな家で新年を迎え
てもらうことを目的としています。
　利用したお年寄りは、「高い所の掃除ができないのでありがた
い。」ボランティアに参加した六戸高校2年生の青山里瑚さんは、
「去年も参加しました。お年寄りが喜んでくれたので参加して良
かった。」と笑顔で話していました。

～おそうじボランティア～　きれいな家で新年を

　12月６日、スポルト下田において開催され、町身体障害者福
祉会、町手をつなぐ親の会会員16名が参加しました。
　初めてボウリングを体験した方もいましたが、白熱したゲーム
となりました。
　ボウリング終了後は、勉強会を開き障害福祉制度について理解
を深めました。
　参加者からは、「とても楽しかった。また実施してほしい」と
の声がありました。

～六戸町障がい者ふれあいボウリング大会～　～六戸町障がい者ふれあいボウリング大会～　ボウリングで親睦を深めるボウリングで親睦を深める

　12月９日、六戸町就業改善センターにおいて、
介護講座（料理教室）を開催しました。
　十和田市にある旬味処　松の葉店主　五日市昌樹
氏よりプロ直伝の鮭のさばき方や料理方法について
教えていただきました。
　料理が出来上がり、会食の際は「こんな食べ方も
あるんだ」「おいしいね」という声が聞かれました。

～介護講座（高齢者向け料理教室）～

絶品！鮭を使ったレシピ
　六戸町商工会建設工業部会より、メイプルタウンフ
ェスタで販売した木工製品や包丁研ぎなどの収益の一
部を寄付していただきました。
　町老人福祉センターで行われた贈呈式には、河野豊
部会長と斗沢定儀副部会長が出席し、社協会長に目録
を渡しました。
　会長より「本当にありがたい。福祉事業に使わせて
いただきたい。」と感謝の言葉を述べました。

～六戸町商工会建設工業部会　３万円寄付～

町の福祉に役立てて
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福祉安心電話　相談も緊急事態もボタンを押すだけで24時間対応
　福祉安心電話は家庭の電話回線を利用し、
緊急ボタンを押すことで、中央センターで
受信し、安否を確認できる端末機です。
　
現在は39世帯に設置して
おり、協力員は延125名
の方が登録しています。

■対象となる人は
　ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯

■費用　　無　料
　設置費用は66,000円、会費月額1,000円ですが、全額町が
補助します。

■火災にも安心
　火災報知機がセットになっています。熱を感知すると、中央
センター（青森市）で消防車を要請します。

■ふれあいテレフォン
　定期的に社会福祉協議会から「お元気ですか」「おかわりあ
りませんか」と設置者に電話をし、様子をお伺いします。

■協力員が必要です。
　協力員は、地区の民生委員を含み近隣の方４名～５名必要で
す。協力員は設置者の希望を聞いてえらびます。

■安心のネットワークづくり　
　社会福祉協議会や行政、消防署、警察署、病院などと連携し
て、あなたの安心を見守ります。

日常生活自立支援事業　くらしに安心を！あっぷるハート

■日常生活自立支援事業とは？
　日常生活自立支援事業では、高齢や障がい（知的障がい、精神障が
い等）により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している
方又は、施設等に入所している方に福祉サービスの利用手続きや生活
費の管理、年金証書など大切な書類の預かりなどのお手伝いをします。

■どういう人が使えるの？
　以下の条件のどちらにもあてはまる方
①判断能力が不十分な方。高齢や障害などによって、自分一人で意思
決定し、実行に移すことが難しい状況にあり日常生活に不安のある
方。
②この事業の契約内容について判断でき、利用を希望する方。

■どんなことをしてくれるの？
　①福祉サービスの利用援助　②日常的金銭管理サービス
　③書類等預かりサービス

■お金はかかるの？
　相談、支援計画は無料です。契約後、実際にサービスを利用する際
に下記の料金がかかります。
　①利用料　１回（概ね１時間程度）　1,500円
　　※生活保護受給者は利用料の負担はありません。
　②貸金庫利用料　月額500円

あっぷるハートでは、誰もが住みなれた地域で　あんしんしてくらせるようにお手伝いします。

■サービス利用までの流れは？
　援助の内容は、利用者と専門員が
しっかり話し合って決めます。

【サービスの流れ】

１　相　談　
　六戸町社会福祉協議会へご相談く
ださい。相談は無料です。相談内容
の秘密は必ず守ります。

２　訪　問
　基幹的社協の（三沢市社会福祉協
議会）専門員が訪問して利用者の困
りごとについて伺います。

３　支援計画策定・契約
　利用者の意向を確認しながら、支
援計画をたてて、その計画でよろし
ければ契約をします。

４　生活支援員によるサービス開始
　支援計画に基づいて、生活支援員
のお手伝いが始まります。

▲設置者は、定期的に緊急ボタンを押す
　練習をしています。
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ボランティアセンターは、
　ボランティアをしたい人と
　　ボランティアを募集したい人をつなぐ所です。

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
※生活再建までの間
に必要な生活費用
●住宅入居費
※敷金、礼金等住宅
の賃貸契約を結ぶ
ために必要な費用
●一時生活再建費
※生活を再建するた
めに、一時的に必
要かつ日常生活費
用で賄うことが困
難である費用

●教育支援費
※高校・大学等に就学する
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
●就学支度費
※高校・大学等への入学に
際し、必要な経費

●福祉費
※日常生活を送るうえで、又は自
立生活に資するために一時的に
必要と見込まれる費用

・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
●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
※一定の居住用不動産を所
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

※生活福祉資金貸付制度の利用については、他からの資金の借り入れが困難な場合に相談が可能です。
　教育に関する貸付は、生活福祉資金（教育支援資金）以外に、下記の制度もありますので参考としてください。
　母子寡婦福祉資金・日本学生支援機構・日本政策金融公庫・青森県育英奨学金

―　あなたの生活をサポートする４資金　―

　生活福祉資金とは、低所得者、障害者及び高齢者世帯を対象として、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、その世帯の経済的自立と生活意欲
の助長を促進するとともに、在宅福祉及び社会参加の参加を図り、その世帯が安定
した生活を継続して営めるように支援する貸付制度です。
　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窓口
となって実施しています。詳しくは六戸町社会福祉協議会へ問合せください。

　本格的な冬のシーズンを迎え
るにあたり、学生による除雪ボ
ランィアを実施します。
　　

　今年は、除雪ボランティアに17名の
学生が登録をしています。
　除雪を希望される方は、六戸町社会福
祉協議会までご連絡ください。

●中学生・高校生による除雪ボランティア実施します● ●対象者
概ね75歳以上の高齢者世帯、
心身障がい者の方のみで構成
されている世帯等で、自力で
除雪が困難かつ家族や親類及
び近隣の協力が困難な世帯。
●作業内容
スコップ等の人力による家の
出入口の拡幅、住宅周りの除
雪作業。

　六戸町ボランティアセンターでは個人
ボランティアを募集しています。
　「できる時」に「できる活動」にご参加
ください。
　あなたのやる気をサポートします。

●ボランティア登録者募集！！● 【登録方法】
①指定の登録用紙に必要事項を
記入

②ボランティア活動保険料年間
300円を納入

③随時ボランティア活動の情報
や研修会のご案内をします。
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　六戸町社会福祉協議会では、「居宅介護支援サービス」
「ホームヘルプサービス」「訪問入浴サービス」の３つの
介護サービスを行っています。
　介護のことで困ったらお気軽にご相談ください。

介護のことなら
お任せください。

居宅介護支援　　～ケアマネジャーが相談に応じます～

訪問介護（ホームヘルプサービス）
～訪問介護員がご自宅にお伺いして家事や身の回りのお手伝いをします～

訪問入浴　　～自宅でゆっくり安心して入浴できます～

ケアマネージャーがお手伝いできること

●介護保険利用までの手続きや申請代行
●居宅サービス計画（ケアプラン）の作成
●介護保険サービスの紹介と調整
●介護保険外サービスの紹介と調整
●住宅改修（段差解消・手すり設置など）の相談・調整
●給付管理
●その他医療、介護等の相談

　介護保険の要介護認定で要支援・要介護認定を受けた
方、又は障害のある方がご利用できます。

【身体介護】
　●食事の介助　●排泄介助　●入浴介助　　
　●身体清拭　　●通院介助など

【生活援助】
　●掃除・洗濯　●食事の準備や調理　●買い物

　介護保険の要介護認定を受けた方、寝たきりなど自力
でお風呂に入ることが困難な方のご自宅に移動入浴車で
お伺いし、看護師と訪問介護員が入浴の介助をします。
　入浴車にはボイラーと水を入れるタンクがついている
のでお湯の準備はいりません。

●営 業 日：月曜日～金曜日
●営業時間：午前８時～午後５時
●利用料金：全額介護保険適用となりますので利用
　　　　　　者の負担はありません。

※夜間の相談については随時、電話
　にて受付けています。
※要支援認定の方は地域包括支援セ
　ンターより委託を受けております
　のでご相談ください

●営 業 日：日曜日～月曜日
●営業時間：午前６時～午後１０時
●利用料金

※利用料金は訪問時間により変わりますので詳しく
はお問合せください。

●営 業 日：月曜日～金曜日
●営業時間：午前９時～午後５時
　※祝日も営業しております。
●利用料金：１回　１,234円

※無料お試し入浴も行っておりますのでお気軽にご
相談ください。

訪問時間 身体介護 訪問時間 生活援助
30分未満 270円 45分未満 201円
1時間未満 427円 45分以上 248円

その他、介護保険など介護のことなら何でもご相談ください。

　　　　　　　　　　　　問合せ先　六戸町社会福祉協議会　☎５５－２９４３

▲介護のことなら私達にお任せください。
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・㈲六戸ヘルスセンター
・㈱まるとく商事
・六戸中央印刷
・六戸町商工会
・マインマート鈴舎
・㈲小原タクシー
・スノヤ薬局
・㈲田清建築
・㈲六戸温泉
・青い森信用金庫六戸支店
・幸寿し
・㈲システムＤ
・社会福祉法人メープル
・㈱佐藤建設工業
・さつき保育園
・㈲日研設備
・㈱吉田建設工業
・㈲川村青果
・㈲いろは木材
・㈲吉田造園企画
・ひのでこども園

■団体会員（敬称略・順不同） ・㈱日産青森サービスセンター
・㈱ユタカ工業
・蹴揚建設㈱
・㈲エスポワール
・デイサービスセンターにこにこプラザ六戸
・㈱蹴和建設
・㈲小野寺水道設備工業
・おいらせ農業協同組合六戸支店
・エスノス六戸福祉センター
・㈱光建設
・㈱河野電気工業
・㈱ニイヤマハウス
・㈱漆舘組
・野田重機建設㈱
・㈱青森フジクラ金矢
・マルキュー寝具㈱
・社会福祉法人楽晴会
・第二日の出保育園
・川尻商会
・㈲楓プロジェクト
・㈱カクタ
・こども園えがお
・デーリー東北六戸販売所

・水無月
・旅館たなか
・もりとみ
・スノヤ商店
・㈲つばめタクシー
・豊文石油販売ブラスパ六戸
・蛯名重機
・介護タクシー　村上
・山　内　瑞　子（２口）
・下　田　智　子

・石　井　妙　雄
・石　井　京　子
・下　田　和　子
・柳　谷　鉄　弘
・佐　藤　健　一
・村　越　みどり
・六戸町手をつなぐ親の会

  （平成27年12月末現在）

■特別賛助会員

■賛助会員

　会費納入については、多くの皆様にご協力いた
だきました。皆様から納入いただきました会費は
地域福祉活動や在宅福祉サービスなど社会福祉協
議会の活動に有効に使わせていただいています。
　ありがとうございました。

区　分 会員数 金額（円）
一 般 会 員 2,486世帯 2,483,300
賛 助 会 員 １団体・６個人 14,000
特別賛助会員 ８団体・２個人 55,000
団 体 会 員 44団体 440,000

合　　計 2,992,300

社会福祉協議会会費納入実績報告平成27年度

■一般会費町内会別納入一覧

町内会名
納　入
世帯数

金額（円） 町内会名
納　入
世帯数

金額（円） 町内会名
納　入
世帯数

金額（円）

小 平・ 柳 町 65 65,000 南 町（ 二 ） 67 67,000 づ め き 団 地 19 19,000
鶴 　 喰 88 88,000 中 　 町 35 35,000 大 　 曲 67 67,000
上 吉 田 120 120,000 押 　 込 54 54,000 晴 ヶ 丘 28 28,000
入 　 口 24 24,000 下 　 町 77 77,000 沖 山 平 13 13,000
中 　 堤 8 8,000 舘 　 野 75 75,000 沖 　 山 25 25,000
長 　 谷 17 17,000 林 21 21,000 大 　 原 6 6,000
下 吉 田（ 一 ） 13 13,000 高 見 36 36,000 岡 　 沼 72 72,000
下 吉 田（ 二 ） 20 20,000 柴 山 28 28,000 金 　 矢 96 96,000
赤 　 田 25 25,000 古 　 里 41 41,000 たての台団地 130 130,000
米 　 沢 36 36,000 堀 　 切 45 45,000 小 松 ケ 丘 南 52 52,000
赤 　 石 16 16,000 七 　 百 159 156,800 小 松 ケ 丘 西 69 68,500
折 　 茂 121 121,000 ひばりヶ丘住宅 33 33,000 小 松 ケ 丘 東 72 72,000
折 茂 新 田 50 50,000 高 森（ 一 ） 25 25,000 古 里 団 地 33 33,000
川 原 新 田 72 72,000 高 森（ 二 ） 10 10,000 舘 野 団 地 10 10,000
高 屋 敷 31 31,000 根 古 橋 20 20,000 古里ニュータウン 10 10,000
高 　 舘 70 70,000 桜 ヶ 丘 住 宅 14 14,000 見越ヶ丘連絡会 19 19,000
上 　 町 73 73,000 通 目 木 45 45,000 個 別 会 員 34 34,000
南 町（ 一 ） 80 80,000 坪 毛 沢 17 17,000 合 計 2,486 2,483,300
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この広報誌は赤い羽根共同募金配分金と会費で発行しています。

【応募方法】

★みぎの絵のちがうところを赤
色で○を囲み、はがきにはっ
て住所・氏名・年齢・社協活
動に関するご意見・ご感想を
書いてお送り下さい。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。

★応募締め切り
　平成28年２月19日（金）

★あて先　
〒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

★当選者の発表
当選者は賞品の発送をもって
代えさせていただきます。

【ひだり】 【みぎ】

　　　　●おめでとうございます！社協通信コラボ№90間違い探しクイズ当選者
　　　　　家田曉様・吉田桜輝様・田中美里様・本宿裕子様・杉山恵子様

毎月、季節に合わせた行事や活動が行われていて素晴らしいと思います。
特に核家族が多い現代互いに得るものが多いのではと感じました。

こ

　　　　

ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。
解決の糸口がきっと見つかるはずです…
　●時間
　　9：00～ 12：00
　●場所
　　六戸町老人福祉センター図書室

情報掲示板
開催日 開催地区 場　所 時　間 主な内容

２月　４日（木） 大曲サロン 小松ケ丘地域交流館 9：30～ 14：00 大曲小学校との交流
２月　６日（土） 押込サロン 押込公民館 9：30～ 12：00 3Ｂ体操・健康相談
２月１２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・健康相談
２月１７日（水） 通目木サロン 通目木構造改善センター 10：00 ～ 15：00 タオル体操・粘土細工
２月１８日（木） 七百サロン 七百地区公民館 9：30～ 14：00 ３Ｂ体操・健康相談
２月１８日（木） 小松ケ丘サロン 小松ケ丘地域交流館 10：00～ 12：00 アップルパイ作り
２月１９日（金） 沖山サロン 沖山ふれあい館 9：30～ 14：00 ゲーム・健康相談
２月１９日（金） 大曲サロン 大曲公民館 9：30～ 14：00 ３Ｂ体操
２月２４日（水） 小平・柳町サロン 小平・柳町公民館 10：00～ 15：00 粘土細工

●○●ふれあいいきいきサロン●○●

●○●２月心配ごと相談所●○●

相談日 相談員
　３日（水） 坂本　りつ（人権擁護委員）
１０日（水） 吉田　栄子（民生委員児童委員）
１７日（水） 竹島　敏男（人権擁護委員）
２４日（水） 鈴木　愛子（民生委員児童委員）

まちがいさがし「たつとかまくら」

電話相談もできます。ご利用ください。
専用電話　５５－５１３３☎

２まいのえには、ちがうところが５つあるよ。
みつけたら、みぎのえのちがうところに○をつけよう。

●○●２月老人福祉センター入浴日●○●
　２日（火）・　５日（金）・　９日（火）・１２日（金）
１６日（火）・１９日（金）・２３日（火）・２６日（金）

～善意の心　赤い羽根にのせて～
10月１日から全国一斉に始まった赤い羽根共同募金運動。
平成27年12月末現在の募金額は２,１３０,８２６円
でした。ご協力ありがとうございました。

コラボ90号の
感想

※担当相談員は予告なく変更する場合があります。

かぜ
ひかないでね
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