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　７月から８月に実施された「夏！ボランティア体験
2016」が終了しました。１６７名が
老人福祉施設や保育園など２１の施
設で活動し、保育や介護、夏まつりの
お手伝いなどのボランティアを体験
しました。
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　将来の夢である歯科衛生士の仕事に役立
てたいと思い、保育園でのボランティアに
参加しました。子どもたちとふれあう貴重
な体験ができました。　
　　　六戸高・3年　田中さん

　高齢者施設や保育園でボランティアをし
ました。いろいろな人との出会いがあり、
これからもっとボランティアに参加してみ
たいと思うきっかけになりました。　　　
　　　七百中・3年　渡辺さん

－ 夏ボランティア体験

２０１６終了 －

インタビューしました

ボランティア体験者の声

出会えた！学べた！感動した！



平成27年度事業報告
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！

社会福祉発展に
功績のあった
個人・団体（敬称略：順不同）

Ⅰ 住民参加で安心の
町づくり

Ⅱ 人と人とがつながる
町づくり

②　　ふれあい　№50

■ほのぼのコミュニティ21推進事業
　●ほのぼの交流協力員事業
　・協力員　　１４５人（４８町内会）
　・対象世帯　５９３世帯
　●会議・研修会等

・ほのぼの交流協力員ネットワーク会議
開催回数　２０回／参加者　延１８９人
・ほのぼの交流協力員委嘱状交付式
　平成２７年４月３０日（木）／３５人
・六戸町生活支援体制整備事業（新見守

り事業）説明会
　平成２８年３月９日（水）／６４人
　
■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　　　　　　　　４１世帯
　・協力員 　　　  　　　　　１２５人
　・県社協着信状況　　　　　　３７件
　・中央センター対応状況　　　２１件
　・町社協サービス実施状況　３１２件
　・新規設置者説明会　
　　１０回／延べ参加者　　　　３５人
　・協力員研修会　
　　平成２８年２月２５日（木）／２５人

■ふれあいいきいきサロン（町委託事業）
上吉田サロン　　４回／延　２９人
七百サロン　　１２回／延３５７人
柳町サロン　　１２回／延１１８人
鶴喰サロン　　　６回／延１３２人
長谷サロン　　　５回／延　７５人
大曲サロン　　１１回／延２４９人
小松ヶ丘サロン　９回／延１２０人
みなみサロン　　７回／延１３１人
川原新田サロン　４回／延　８１人
金矢サロン　　　６回／延　６０人
押込サロン　　　６回／延　５８人
沖山サロン　　　４回／延　３２人
通目木サロン　　３回／延　３５人
上町サロン　　　７回／延１０４人

■福祉団体への支援
　・町老人クラブ連合会
　・町身体障害者福祉会
　・町手をつなぐ親の会

■広報誌等の発行
　・社協だより「ふれあい」
　　№４７号、４８号発行
　・社協通信「コラボ」　
　　№８８号、８９号、９０号、９1号
　・行事予定　　　　　　６回
　・インターネットを活用した情報発信
　・リーフレットの作成

■第２０回六戸町社会福祉大会
　平成２７年１２月３日（木）
　２１０人
　　　
■社協まつり
　平成２７年１０月２５日（日）
　６６０人
　
■元気アップ！町づくり講座
　「正しいラジオ体操」
　　平成２７年７月２５日（土）
　　　　　　　　　　／５８人
　「だしソムリエの料理講座」
　　平成２８年３月２７日（日）／１５人
　
■調査・研究
　・民協定例会での情報交換　１１回
　・福祉協力員（区長）会議　　２回

■出前福祉講座
　防災講座　　　七百町内会　　　１６人
　高齢者疑似体験　六戸小学校６年　３４人

開知小学校５年　１６人
　大曲諸学校６年　３７人

　アイマスク・ガイドヘルプ体験　
六戸小学校４年　３４人

　手話体験　　　六戸小学校３年　４８人
　　大曲小学校３年　３４人

　車椅子体験　　六戸小学校５年　３７人
大曲小学校５年　３１人

　点字体験　　　大曲小学校４年　３９人
　昔あそび　　　六戸小学校１年　３０人

■夏！ボランティア体験２０１５
　・受入施設　２０施設　
　・参加者　　
　　六戸中学校　５１人（延１０８人）
　　七百中学校　６２人（延１４１人）
　　六戸高校　　２６人（延　５９人）
　　一般　　　　　１人（延　　１人）

■ボランティアポイント制度
　登録者　５人　
　３０ポイント達成者
　下田　末五郎様

■ボランティア交流会
　平成２８年２月２７日（土）
　３５人

■収集活動
　アルミ缶　　　　　　　　８，２８４円
　キャップ　　　　　　　　２，４３０円

六戸小学校、大曲小学校、六戸
高校、個人の皆さまに御協力
いただきました。

■除雪ボランティア
　　登録者　六戸中学校　４人
　　　　　　七百中学校　１人
　　　　　　六戸高校　１２人
    
■掃除ボランティア
　　平成２７年１２月２４日（木）
　　平成２７年１２月２５日（金）
　　実施世帯　　１２世帯
　　ボランティア　六戸高校　　　７人
　　　　　　　　　六戸中学校　１０人
　　　　　　　　　七百中学校　　１人

■子ども用品リサイクル事業
　利用者　４人
　利用件数　１２件

■防災ボランティア研修会
　平成２７年１１月８日（日）／３０人

■第２０回六戸町社会福祉大会　
【表彰の部】長嶺寿子（ひのでこども園）、十文字よし子（さつき保育園）
船越睦子・袴田美穂子・杉山淳子（社会福祉法人メープル）
小笠原邦定（六戸町社会福祉協議会前副会長）
田中正見（ほのぼの協力員）、小笠原栄治（ほのぼの協力員）
田中智子（ほのぼの協力員）、松浦弘子（ほのぼの協力員）
中島ミチ（ほのぼの協力員）、村越ノリ（ほのぼの協力員）
斎藤幸子（ほのぼの協力員）、黒沢喜代（ほのぼの協力員）



平成27年度事業報告
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！

社会福祉発展に
功績のあった
個人・団体（敬称略：順不同）

Ⅲ 人を大切にし、柔軟に
対応できる仕組みづくり

Ⅳ 自立した暮らしを支える
サービスの充実

Ⅴ 民間性を発揮した
社協づくり

ふれあい　№50　③

　去る平成２８年５月１８日（水）開催の評議員会におい
て、平成２７年度事業・決算報告が承認されました。
　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。

■心配ごと相談所運営事業（町補助事業）
　開設日数　４８日／相談件数　１０件

■合同相談・特別相談
　行政相談　　　２回／相談者　０人
　人権合同相談　２回／相談者　１人

■福祉総合相談　３７件

■生活困窮者自立相談支援事業
　相談件数　２２件（内社協取扱分　８件）

■苦情受付　３件

■日常生活自立支援事業
　利用者　　１１件（町社協支援分　５件）
　訪問回数　５２回

■権利擁護セミナー「自分らしい終活」　
　平成２８年３月２５日（金）／３２人

■生活福祉資金貸付制度（県社協委託）
　相談件数　　　　　　１０件
　申請・決定件数　　　　５件
　３月末現在貸付件数　３５件
　　
■たすけあい資金貸付　１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　貸出台数　２５台
　・車椅子　　　　　貸出台数　３２台

■移送サービス事業
　実利用者　６０人
　利用回数　延６３２回

■在宅介護者の集い
　平成２７年１０月１４日（金）
　１５人

■介護教室
　第１回
　「体の健康はお口の健康から」
　平成２７年６月１７日（水）／１６人
　第２回
　「介護を必要とする方向けの食事介助」
　平成２７年９月１６日（水）／２１人
　第３回
　「絶品！鮭を使ったレシピ」
　平成２７年１２月９日（水）／１５人

■母子・父子家庭支援事業
　平成２７年７月２６日（日）／６人

■高齢者の健康づくり事業（町委託事業）
　●グラウンド・ゴルフ大会
　　平成２７年５月２７日（水）／８６人
　　平成２７年９月２８日（月）／８１人
　●元気はつらつ教室
　　毎週金曜日　４７回
　　実参加者　３５人
　　延参加者　７９７人
　●いきいき創作活動
　　エコクラフト「冬のかご作り」
　　実参加者　１３人　延参加者　４７人

■軽度生活援助事業（町委託）
　実利用者数　　　１５人
　延利用者数　　１３３人
　訪問回数　　　７９８回　

■訪問介護事業
　実利用者数　　　　　３８人
　訪問回数　　　 ６，２８２回
　訪問時間　　　 ４，９８８時間

■訪問入浴介護
　実利用者数　　　７人
　訪問回数　　４２７回

■居宅介護支援事業
　実利用者数　　８３人
　認定調査件数　４７件

■障害者福祉サービス
　実利用者数　３人
　訪問回数　　１，２９９回
　訪問時間　　１，２５３時間

■法人運営会議
　・理事会　　　　５回
　・評議員会　　　４回
　
■監査会
　・社協監査　　　２回
　・県指導監査　　１回

■委員会
　・地域福祉委員会　２回
　・生活福祉資金貸付調査委員会　　４回
　・理事・評議員推薦委員会　　　　１回
　・たすけあい資金貸付審査会　　　１回
　・第２次活動指針策定検討委員会　３回

■社協会員の促進　
　会費合計　　　　２，９９６，３００円

■共同募金運動の推進
　共同募金合計　　２，１４４，１２１円

■町老人福祉センターの運営
　　利用回数　　　　３９６回
　　延べ利用者　７，９４１人

■実習生の受け入れ
　・社会福祉援助技術実習　
　　青森県立保健大学２年　１人　５日間
　・ソーシャルワーク実習
　　青森県立保健大学３年　１人　２３日間
　・職場体験
　　七百中学校３年　　　　１人　３日間

このマークがついている事業は、
赤い羽根共同募金配分金が使わ
れています。

【感謝の部】　寄付者　北見歌謡会
【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、㈱河野電気工業、
　㈲ファミリープラザろくのへ

■第６５回上北郡社会福祉大会
【表彰の部】　吉田正一（町手をつなぐ親の会）
　　　　　　沖澤春彦（町身体障害者福祉会）、三上トシ（若葉会）
■第６４回青森県社会福祉大会

【表彰の部】　田中兼光（町身体障害者福祉会）
　　　　　　山本嘉一（町手をつなぐ親の会）
　　　　　　田村みよ子（町手をつなぐ親の会）



離職介護人材再就職準備資金のご案内

平成27年度 決 算 報 告

●お問い合わせ先
社会福祉
法　　人青森県社会福祉協議会　生活支援課　

☎017－723－1469
詳しくは県社協ホームページをご覧ください。 
http://aosyakyo.or.jp/

事業活動計算書
（自　平成27年4月1日　　至　平成28年3月31日）

資金収支計算書
（自　平成27年4月1日　　至　平成28年3月31日）

④　　ふれあい　№50

単位：円
科　　目 予算A 決算B 差異A-B

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

会費収入 3,028,000 2,996,300 31,700
分担金収入 42,000 42,000 0
寄付金収入 195,000 306,922 -111,922
経常経費補助金収入 22,999,000 22,997,450 1,550
受託金収入 9,722,000 9,682,240 39,760
貸付事業収入 1,500,000 10,000 1,490,000
事業収入 1,219,000 1,187,170 31,830
介護保険事業収入 36,036,000 29,506,220 6,529,780
障害福祉サービス等事業収入 4,698,000 4,171,150 526,850
短期借入金収入 1,000,000 1,000,000 0
受取利息配当金収入 16,000 37,211 -21,211
その他の収入 105,000 108,981 -3,981
雑収入 67,000 72,021 -5,021

事業活動収入計⑴ 80,560,000 72,045,644 8,514,356

支
　
　
出

人件費支出 65,229,000 57,755,215 7,473,785
事業費支出 6,650,000 5,609,525 1,040,475
事務費支出 5,058,000 4,454,990 603,010
短期借入金償還金支出 1,000,000 1,000,000 0
貸付事業支出 1,500,000 50,000 1,450,000
助成金支出 230,000 230,000 0
負担金支出 780,000 772,300 7,700

事業活動支出計⑵ 80,447,000 69,872,030 10,574,970
事業活動資金収支差額⑶=⑴-⑵ 113,000 2,173,614 -2,060,614

施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

収
入施設整備等収入計⑷ 0 0 0

支
出

固定資産取得支出 103,000 102,600 400
施設整備等支出計⑸ 103,000 102,600 400

施設整備等資金収支差額⑹=⑷-⑸ -103,000 -102,600 -400

そ
の
他
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
入

積立資産取崩収入 1,835,000 1,834,616 384
拠点区分間繰入金収入 442,000 303,000 139,000
サービス区分間繰入金収入 6,050,000 6,050,000 0
その他の活動収入計⑺ 8,327,000 8,187,616 139,384

支
　
　
出

基金積立資産支出 200,000 200,325 -325
積立資産支出 1,875,000 1,125,956 749,044
拠点区分間繰入金支出 442,000 303,000 139,000
サービス区分間繰入金支出 6,050,000 6,050,000 0
その他の活動による支出 1,585,000 1,584,840 160
その他の活動支出計⑻ 10,152,000 9,264,121 887,879
その他の活動資金収支差額⑼=⑺-⑻ -1,825,000 -1,076,505 -748,495

予備費支出⑽ 400,000 0 400,000
当期資金収支差額合計⑾=⑶+⑹+⑼-⑽ -2,215,000 994,509 -3,209,509

前期末支払資金残高⑿ 2,215,000 32,809,229 -30,594,229
当期末支払資金残高⑾+⑿ 0 33,803,738 -33,803,738

単位：円
科　　　目 当年度決算

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

　

　

益

会費収益 2,996,300
分担金収益 42,000
寄付金収益 306,922
経常経費補助金収益 22,997,450
県社協補助金収益 239,200
町補助金収益 21,455,000
受託金収益 9,682,240
事業収益 1,187,170
介護保険事業収益 29,506,220
障害福祉サービス等事業収益 4,171,150
短期借入金収益 1,000,000
その他の収益 108,981

サービス活動収益計⑴ 71,998,433

費
　
　

用

人件費 61,202,795
事業費 5,609,525
事務費 4,454,990
短期借入金償還金 1,000,000
助成金費用 230,000
負担金費用 772,300
基金組入額 200,325
減価償却費 2,665,038
国庫補助金等特別積立金取崩額 -701,400
サービス活動費用計⑵ 75,433,573

サービス活動増減差額⑶=⑴-⑵ -3,435,140
サ
ー
ビ
ス

活
動
外

増
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益 37,211
サービス活動外収益計⑷ 37,211

サービス活動外増減差額⑹=⑷-⑸ 37211
経常増減差額⑺=⑶+⑹ -3,397,929

特
別
増
減
の
部

収
　
益

拠点区分間繰入金収益 303,000
サービス区分間繰入金収益 6,050,000
特別収益計⑻ 6,353,000

費
　
用

固定資産売却損・処分損 67,507
拠点区分間繰入金費用 303,000
サービス区分間繰入金費用 6,050,000
特別費用計⑼ 6,420,507

特別増減差額⑽=⑻-⑼ -67,507
当期活動増減差額⑾=⑺+⑽ -3,465,436

繰
越
活
動
増
減

差
額
の
部

前期繰越活動増減差額⑿ 32,323,466
当期末繰越活動増減差額⒀=⑾+⑿ 28,858,030

基本金取崩額⒁ 0
基金取崩額⒂ 0

その他の積立金取崩額⒃ 1,269,000
その他の積立金積立額⒄ 700,000

次期繰越活動増減差額⒅=⒀+⒁+⒂+⒃-⒄ 29,427,030
貸借対照表

（平成28年3月31日現在）
単位：円

資 産 の 部 負 債 の 部
①流動資産 35,669,866 ①流動負債 1,866,128
  現金 29,329 　未払金 1,809,905
  預貯金 29,834,601 　預り金 56,223
  未収金 5,797,936 ②固定負債 44,643,962
  前払金 8,000 　退職給与引当金 44,643,962

負債の部合計 45,510,090
純資産の部

②固定資産 85,238,729 ①基本金 1,000,000
　基本財産 1,000,000 ②元入金
　その他の固定資産 84,238,729
　車輌運搬具 2,394,765 ③国庫補助金等

　特別積立金 1,340,150
　器具及び備品 1,557,202
　権利 220,440 ④その他の積立金 42,631,325
　ソフトウェア 994,175 　福祉基金積立金 24,000,325
　貸付事業資金たすけあい資金貸 56,000 　人件費積立金 16,912,000
　退職共済預け金 29,982,720 　備品等購入積立金 1,719,000
　退職給付引当資産 6,402,102
　福祉基金積立預金 24,000,325 ⑤次期繰越活動

　収支差額 29,427,030
　人件費積立預金 16,912,000
　備品等購入積立預金 1,719,000 純資産の部合計 74,398,505

資 産 の 部 合 計 120,908,595 負債及び純資産の部合計 120,908,595

　介護職へ復帰する方へ準備金（最大20万円）をお
貸しします！貸付決定日から1年以内に県内で介護
業務に再就職し、２年間働いた場合、返還が全額免除
されます。介護施設で介護職員として１年以上職務
経験があるなど、一定の要件を満たす方が貸付対象
となります。

【貸付金の使いみちの例】
　・子どもを預けるための費用
　・研修会受講料や参考図書の購入費　など

もう一度介護の職場で働いてみませんか！



六戸町社会福祉協議会費ご報告平成28年度

～ご協力ありがとうございました～

ふれあい　№50　⑤

●一般会員　　２，２０７世帯　　　２，２０２，３００円
●団体会員　（敬称略・順不同）

㈲六戸ヘルスセンター オレンジハート六戸バイパス店 オレンジハートまるとく店
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 ㈱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
社会福祉法人　希望
●特別賛助会員　（敬称略・順不同）

水無月 旅館　たなか もりとみ
スノヤ商店 ㈲つばめタクシー 豊文石油販売プラスパ六戸
介護タクシー村上 山内　瑞子（２口） 下田　智子
㈱トヨタレンタリース青森

【平成２８年８月３０日現在】

定員１２名の小規模な事業所で
　「その人らしさ」をモットーに
　　安心と満足のサービスを提供します。

～見学・無料体験を随時受付ております
問合せ先　にこにこ七百（担当　土田）

☎０１７６－５８－６６８８

にこにこ七百
地域密着型通所介護（認知症対応型）

●日　時　平成２８年１０月１日（土）
　　　　　１０：００～１４：００
●場　所　エスノス六戸福祉センター
●内　容　体操、カラオケ、芸能など
●参加費　３００円（昼食おやつ代）
●問合せ
　電話　５５－５６０１
　携帯　０８０－５７３９－８８６０
　　　　　　　　　　　　　　（杉山）

　エスノスクラブ

茶話やか会
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　地域の方ならどなたで
もご参加できます。
　お茶とおしゃべりを楽
しみませんか。

●賛助会員　（敬称略・順不同）

佐藤　健一 下田　和子 円子　功 村越　ミドリ

●対　　象　六戸町にお住まいで要支援又は要介護認定
及び認知症の診断を受けられた方がご利用
になれます。

●営 業 日　月・火・水・金・土曜日
　　　　　　※毎週木・日曜日はお休みです。
●提供時間　９：００～１６：１５

OPEN
しました!!



上北郡愛の輪レクリエーション大会
ボランティアスタッフ募集

募集
１ ふれあいテレフォンボランティア

募集
2

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☎５５－２９４３まで

●・●　ボランティア募集　●・●

　ボランティア活動はろくのへ元気
アップポイントの対象となります。
　１回のボランティア活動で５０ポ
イントが付与されます。
　まずは、六戸町ボランティアセン
ターにご登録ください。

設
置
作
業
を
す
る

㈱
河
野
電
気
工
業
の
社
員

⑥　　ふれあい　№50

ボランティアセンター
コーナー

　上北郡内の知的障害者を対象としたレクリエーション
大会が、六戸町で開催されます。
大会の運営を手伝っていただけるボランティアスタッフ
を募集します。

●日　　時　平成２８年１０月１４日（金）
　　　　　　８：３０～１５：００
●場　　所　六戸町総合体育館
●内　　容　受付・駐車場誘導・下足係・競技補助
　　　　　　後片付け等
●募集人員　５名（男女問いません）
●そ の 他　昼食は本会で用意します。

　町内のひとり暮らしや高齢者
のみの世帯で、緊急通報システ
ム福祉安心電話を設置している
方々へ電話をかけ安否確認をし
ていただくボランティアです。
　
　●活 動 日　月に１回～２回
　●活動時間　都合の良い時間に１時間程度
　●活動場所　六戸町老人福祉センター
　●内　　容　福祉安心電話設置者宅４０件程度
　　　　　　　に電話をして安否確認をする。

福祉有償運送（移送サービス）
有償運転ボランティア募集

募集
3

　社会福祉協議会では、バス
やタクシーなど公共の交通機
関の利用が困難な方のための
外出支援を実施しています。移送サービスボラン
ティアとして活動してみませんか。

●要件
①第一種普通免許を取得済みで過去２年間免許停止がない方。
②７０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）
　※１日で終了できます。
●報酬　活動先に応じて１回当たり
　　　　１，０００円～３，５００円程度

　㈱河野電気工業様より、社会貢献事業の一環として、
ＬＥＤシーリングライト５基を社会福祉協議会へ寄贈
いただきました。
　今回は、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。

～㈱河野電気工業寄贈～
（平成２８年５月３１日～平成２８年７月２５日分）

・㈱河野電気工業 代表取締役　河　野　み　さ　様
ＬＥＤシーリングライト　５基

・六戸町グラウンド・ゴルフ協会
会長　前川原　正　顕　様

１０，０００円
・六戸町民ゴルフ大会実行委員会　

会長　五十嵐　健　二　様
４８，０００円 

みなさまの善意に感謝



ふれあい　№50　⑦

　高齢者の安心・安全を守る取組として、六戸町社会福
祉協議会では７０歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみ
の世帯の方を対象に救急医療情報キットを無料配布する
事業を行っています。救急医療情報キットは、「かかりつ
け医」、「持病」、「緊急時の連絡先」などを記入した情報用
紙を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておくこ
とで、万一の時に備えるものです。緊急時に駆け付けた
救急隊員がキットを確認することで、適切で迅速な対応
につながります。ご希望の方は、六戸町社会福祉協議会
又は民生委員児童委員にお申込みください。

万一に備えたいあなたへ・ ・ ・

あなたを守る“命のバトン”

お・し・ら・せ

７０歳以上のひとり暮らし高齢者等に、
救急医療情報キットを配布します。

▼使用方法▼
①救急医療情報キット及びステッカーを受け取る。
②医療情報を記入し、保険証の写し等と一緒に
　キットに入れる。
③救急医療情報キットを自宅の冷蔵庫に保管する
④ステッカーを玄関のドアの内側と冷蔵庫に貼り
　つける。

申し込み・問い合わせ
六戸町社会福祉協議会　☎５５－２９４３

●日　時　平成２８年１０月１６日（日）
　　　　　８：３０～１６：００
●場　所　立佞武多の館・吉幾三ミュージアム
　　　　　　（五所川原市）
　　　　　道の駅いなかだて「弥生の里」
●参加費　１人　１，０００円（昼食代）
●対象者　町民で身体障害者手帳を所持している方
●集　合　六戸町役場駐輪場前　８：３０
●申込み　平成２８年１０月４日（火）
●申込み先　六戸町身体障害者福祉会事務局
　　　　　　（六戸町社会福祉協議会内）

　　　　　　　☎５５－２９４３　担当　十文字

六戸町身体障害者福祉会

会員研修会

●日時　平成２８年１０月２３日（日）
　　　　１０：００～１５：３０
●場所　六戸町文化ホール
●内容　１０：００　第21回六戸町社会福祉大会
　　　　１１：００ 社協まつり

バルーンリリース
ふれあいステージ、抽選会
もの作り体験
あそびのひろば
茶道体験、模擬店、喫茶
社会福祉協議会活動紹介コー
ナー

●期　日　　平成２８年１１月２１日（月）
●場　所　　グランドサンピア八戸
●対　象　　六戸町民で在宅で介護されている方
●参加費　　１，０００円（当日徴収します）
●持参する物
　バスタオル・フェイスタオル・着替え等

※シャンプー、ボディソープは温泉に備え付けの物があります。
●申込み　１１月１４日（月）まで
●申込み先　六戸町社会福祉協議会　☎５５－２９４３

「在宅介護者の集い」

●日　程　
　９：５５　集合（役場正面玄関）
１０：００　日程説明・出発
１０：４０　グランドサンピア八戸到着
１０：５０　開会
　　　　　　情報交換・昼食・温泉入浴
１４：１０　グランドサンピア八戸出発
１５：００　六戸町役場到着

　同じ悩みや体験をもつ人たちと交流しながら介護
疲れを癒し、心身のリフレッシュを図りませんか…

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト

▲ステッカー

第２１回六戸町社会福祉大会

平成２８年度社協まつり

ゆっくり、 
ゆったり 
のんびりと…



期　日 サロン 場　所 時　間 内　容
１０月１２日（水） 上町サロン 舘野公園 10:00～14:00 グラウンド・ゴルフ
１０月１３日（木） 小松ヶ丘サロン 小松ヶ丘地域交流館 10:00～12:00 お菓子作り（明がらす）
１０月１７日（月） みなみサロン 南町（二）公民館 9:30～14:00 ３Ｂ体操
１０月１８日（火） 七百サロン 七百地区公民館 10:00～15:00 世代間交流
１０月１９日（水） 小平・柳町サロン 小平・柳町公民館 9:30～14:00 健康体操
１０月２８日（金） 大曲サロン 大曲公民館 9:30～14:00 調理実習

期　日 相談員
１０月　５日（水） 民生委員児童委員　吉田　栄子氏
１０月１９日（水） 行政相談員　高橋　一雄氏

■時間　９：００～１２：００
■場所　六戸町老人福祉センター

１０月 ４日（火） １０月 ７日（金）
１０月１１日（火） １０月１４日（金）
１０月１８日（火） １０月２１日（金）
１０月２５日（火） １０月２８日（金）

心配ごと相談日

老人福祉センター入浴日

ふれあいいきいきサロン

■日　時　１０月１９日（水）
　　　　　9:00～12:00
■場　所　六戸町老人福祉センター
■相談員　行政相談員　高橋　一雄氏

行政に関する意見・要望は
「行政相談」をご利用ください。

１０月１７日（月）から２３日（日）は
行政相談週間です。

　役所の仕事に関する苦情・意見・要望や行政に
関して分からないことなどはありませんか？
　そのようなときに役立つのが「行政相談」です。
行政相談は国が関わっている都道府県・市町村な
どの業務に対する苦情・意見・要望などを幅広く
受付け、公正で中立的な立場から、必要に応じて関
係行政機関にあっせんを行います。そして、その
解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度・
運営の改善に活かす制度です。

まちがい探しクイズ ２枚の絵には、ちがうところが５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１０月２１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。⑧　　ふれあい　№50

行事予定

★毎週金曜日は１０：００より元気はつらつ
教室を実施しています。

　元気はつらつ教室は元気アップポイント事
業の対象となります。


