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～体験者の声～

　子どもたちとの触れ合い
が楽しく、また将来の夢で
ある保育士の仕事が間近で
見られてよかったです。　
★六戸高 １年 成田さん
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　人の役に立ちたいと思い
参加しました。子どもたち
の笑顔を見ると自然に自分
も笑顔になれました。
★六戸高 １年 川崎さん

　保育園でのボランティア
に参加しました。子どもた
ちが話しかけてくれるのが
嬉しかったです。
★六戸高 １年 木村さん

　７月から８月にかけて夏ボラ
ンティア体験２０１７を実施し
ました。
　今年は述べ２７２名が保育園
や高齢者施設などの１５施設２
団体でボランティア体験を行い
ました。



社会福祉発展に
功績のあった
個人・団体
　　　　（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
Ⅱ ボランティア活動の振興Ⅰ 地域福祉活動の推進

平成28年度事業報告

■第２１回六戸町社会福祉大会　

　【表彰の部】　吉田　悦子・中村　しづゑ（町民生委員児童委員協議会）

　【感謝の部】　寄 付 者　㈱河野電気工業

　　　　　　　 団体会員　㈱ユタカ工業、㈱光建設、さつき保育園、社会福祉法人メープル、

　　　　　　　　　　　　 社会福祉法人楽晴会、デイサービスセンターにこにこプラザ六戸
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■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　１１名　開催回数　６回

●生活支援コーディネーターの配置

●高齢者世帯の見守り体制の構築

・見守りサポーターの配置

　２９地区　見守りサポーター　８９名

・ネットワーク会議

　開催回数３４回　延べ参加者１９７名

・視察研修会

　期　日　平成２８年５月３０日（月）

　　　　　　　　　～５月３１日（火）

　場　所　鎌倉市高齢者生活支援サポー

　　　　　トセンター

　参加者　４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　　　　　　　　　４１世帯

・協力員 　　　  　　　　延べ１１８名

・県社協着信状況　　　　　　　３２件

・中央センター対応状況　　　　２７件

・町社協サービス実施状況　　２３４件

・新規設置者説明会　

　開催　５回／延べ参加者　　　１６名

・協力員研修会　

　期　日　平成２９年２月１５日（水）

　参加者　２３名

■ふれあいいきいきサロン（町受託事業）

上吉田サロン　　１０回／延　８２名

七百サロン　　　　７回／延１７４名

柳町サロン　　　１２回／延１４５名

鶴喰サロン　　　　６回／延１１８名

長谷サロン　　　　５回／延　４５名

大曲サロン　　　１１回／延２５３名

小松ヶ丘サロン　１０回／延１４５名

みなみサロン　　　７回／延１３２名

川原新田サロン　　４回／延　６１名

金矢サロン　　　　４回／延　４３名

押込サロン　　　　６回／延　６１名

沖山サロン　　　　４回／延　３３名

通目木サロン　　　３回／延　３８名

上町サロン　　　　８回／延１５１名

■福祉団体への支援

　●助成事業

　・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

　●第３９回上北郡

　　愛の輪レクリエーション大会

　期　日　平成２８年１０月１４日（金）

　場　所　六戸町総合体育館

　参加者　２２５名

■介護者支援事業

　●在宅介護者の集い

　期　日　平成２８年１１月２１日（月）

　場　所　グランドサンピア八戸

　参加者　１４名

　●お茶会

　期　日　平成２９年２月２１日（火）

　場　所　六戸町福祉センター

　参加者　７名

■広報誌等の発行

　・社協だより「ふれあい」

　　№４９号、５０号、５１号発行

　・社協通信「コラボ」　９回

　　№９２号～１００号

　・ホームページリニューアル　

　　平成２８年１１月

■第２１回六戸町社会福祉大会・

　平成２８年度社協まつり

　期　日　平成２８年１０月２３日（日）

　場　所　六戸町文化ホール

　参加者　福祉大会　　１７５名

　　　　　社協まつり　６１４名

■福祉懇談会

　４地区開催　延べ参加者　１７９名

■福祉協力員会議

　２回開催　　延べ参加者　　９０名

■援護活動事業

　●災害見舞金交付　３件

■出前福祉講座

車いす体験：六戸小学校５年　　４２名

アイマスク・ガイドヘルプ体験：

六戸小学校４８名

手話体験：大曲小学校３年　　　３６名

点字体験：大曲小学校４年　　　３３名

車いす体験：大曲小学校５年　　３８名

手話体験：六戸小学校３年　　　３３名

高齢者疑似体験：

大曲小学校６年　３１名

昔の遊び：六戸小学校１年　　　４２名

地域防災講座：上町サロン　　　２３名

　

■夏！ボランティア体験２０１６

　・受入先　　　１７施設　

　・参加者　　

　　六戸中学校　５７名（延１０７名）

　　七百中学校　８２名（延１５８名）

　　六戸高校　　２８名（延　５５名）

■福祉サポーター養成講座

　・期　日　平成２８年７月２７日（水）

　・場　所　六戸町文化ホール

　・参加者　６名

■収集活動

　アルミ缶　　　　２４，２８９円

　キャップ　　　　　２，９７０円　

■除雪ボランティア

　　登録者　七百中学校　　９名

　　　　　　六戸高校　　　９名

    

■掃除ボランティア

　期　日　平成２８年１２月２６日（月）

　　　　　平成２８年１２月２７日（火）

　実施世帯　１１世帯

　ボランティア　六戸高校　　　５名

　　　　　　　　六戸中学校　１１名

　　　　　　　　

■サンタクロースボランティア

　期　日　平成２８年１２月２４日（土）

　場　所　小松ケ丘

　申込み　３世帯　４名



町づくり」を目指しています！

Ⅴ 組織体制の充実

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。

Ⅳ 在宅福祉サービスの充実Ⅲ 福祉サービス利用支援の
充実
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　去る平成２９年６月１４日（水）開催の評議員会におい

て、平成２８年度事業報告及び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　２４日

　相談者　　　６名

　※人権合同相談、行政相談含む

■福祉総合相談　

　※新規相談件数　１６件

■生活困窮者自立相談支援事業

　新規相談件数　１３件

　（内社協取扱分　４件）

■「法律相談と自立相談」無料出張相談

　期　日　平成２８年８月　９日（火）

　　　　　平成２９年２月１４日（火）

　相談者　１名

■日常生活自立支援事業

　継続件数　　6件　

　解約件数　　２件

　訪問回数　６２回

■福祉サービス苦情受付　0件

　　

■生活福祉資金貸付制度（県社協委託）

　申請・決定件数　　　　０件

　３月末現在貸付件数　２９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　延貸出　２４台

　・車椅子　　　　　延貸出　３１台

■移送サービス事業

　実利用者　３７名

　利用回数　延５３４回

■軽度生活援助事業（町委託）

　実利用者数　　　　１４名

　延利用者数　　　１３６名

　訪問回数　　　　５３７回　

■救急医療情報キットの配布事業

　配布世帯　５６世帯

■グラウンド・ゴルフ大会（町受託事業）

　平成２８年５月３０日（月）／８５名

　平成２８年９月２６日（月）／８５名

　

■元気はつらつ教室（町受託事業）

　毎週金曜日　４９回

　実参加者　３５名　延参加者　８４４名

　

■町老人福祉センターの運営

　入浴日　火曜日・金曜日

　１００回　延べ利用者数　３，７８６名

■居宅介護支援事業

　　実利用者数　　　　　　７４名

　　認定調査件数　　　　　７０件

■訪問介護事業

　　実利用者数　　　　　　６４名

　　訪問回数　　　　 ７，０７６回

　　訪問時間　　　 ５，７９９時間

■訪問入浴介護

　　実利用者数　　　　　　　９名

　　訪問回数　　　　　　３８６回

■障害者福祉サービス

　　実利用者数　　　　　　　８名

　　訪問回数　　　　 １，３２４回

　　訪問時間　　１，３４６．５時間

■理事会　　６回

■評議員会　５回

■監査会

　・社協監査　　　３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　　１回

　・評議員選任・解任委員会　　　　１回

　・理事推薦委員会　　　　　　　　１回

　・第２次活動指針策定検討委員会　１回

■社協会員の促進　

　会費合計　　　　２，９３３，３００円

■共同募金運動の推進

　共同募金合計　　１，８８１，０４６円

■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名　５日間

　・ソーシャルワーク実習

　　青森県立保健大学３年　１名２３日間

　・職場体験　受入れなし

■第６６回上北郡社会福祉大会

　【表彰の部】　吉田　悦子・中村　しづゑ

　　　　　　　（町民生委員児童委員協議会）

　【感謝の部】　社会福祉協助者　北見歌謡会

■第６５回青森県社会福祉大会

　【表彰の部】　山内　勝廣・鈴木　愛子（町民生委員児童委員協議会）

■平成28年度青森県共同募金会

　個人の部（10年以上奉仕功労）　奥寺　謙一（中町町内会）
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平成28年度 決 算 報 告
事業活動計算書事業活動計算書

（自　平成28年４月1日　　至　平成29年３月31日）（自　平成28年４月1日　　至　平成29年３月31日）

科　　目 決算（単位：円）

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収　
　

入

会費収入 2,933,300
分担金収入 302,000
寄付金収入 290,501
経常経費補助金収入 24,913,040
受託金収入 11,209,560
貸付事業収入 40,000
事業収入 1,091,230
介護保険事業収入 29,776,260
障害福祉サービス等事業収入 4,099,330
短期借入金収入 1,000,000
受取利息配当金収入 65,314
その他の収入 1,106,976
事業活動収入計⑴ 76,827,511

支　
　

出

人件費支出 57,071,406
事業費支出 8,319,587
事務費支出 4,840,844
短期借入金償還金支出 1,000,000
貸付事業支出 0
助成金支出 230,000
負担金支出 796,500
事業活動支出計⑵ 72,258,337
事業活動資金収支差額⑶=⑴-⑵ 4,569,174

施
設
整
備
等

に
よ
る
収
支

収入 施設整備等収入計⑷ 0

支出 固定資産取得支出 1,909,440
施設整備等支出計⑸ 1,909,440

施設整備等資金収支差額⑹=⑷-⑸ －1,909,440

そ
の
他
活
動
に
よ
る
収
支

収　

入

基金積立資産取崩収入 325
積立資産取崩収入 1,605,076
その他の活動収入計⑺ 1,605,401

支　
　

出

基金積立資産支出 300,000
積立資産支出 1,179,716
その他の活動による支出 1,614,480
その他の活動支出計⑻ 3,094,196
その他の活動資金収支差額⑼=⑺-⑻ －1,488,795

予備費支出⑽ 0
当期資金収支差額合計⑾=⑶+⑹+⑼-⑽ 1,170,939

前期末支払資金残高⑿ 33,803,738
当期末支払資金残高⑾+⑿ 34,974,677

科　　　目 決算（単位：円）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収　
　

益

会費収益 2,933,300
分担金収益 302,000
寄付金収益 290,501
経常経費補助金収益 24,913,040
受託金収益 11,209,560
事業収益 1,091,230
介護保険事業収益 29,776,260
障害福祉サービス等事業収益 4,099,330
短期借入金収益 1,000,000
その他の収益 1,106,976

サービス活動収益計(1) 76,722,197

費　
　

用

人件費 58,971,386
事業費 8,319,587
事務費 4,840,844
短期借入金償還金 1,000,000
助成金費用 230,000
負担金費用 796,500
基金繰入額 300,000
減価償却費 2,044,811
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(2) 75,801,728
サービス活動増減差額⑶=⑴-⑵ 920,469

サ
ー
ビ
ス
活
動

外
増
減
の
部

収益 受取利息配当金収益 65,314
サービス活動外収益計⑷ 65,314

費用 サービス活動外費用計⑸ 0

サービス活動外増減差額⑹=⑷-⑸ 65,314
経常増減差額⑺=⑶+⑹ 985,783

特
別
増
減
の
部

収益 特別収益計⑻ 0 

費用 固定資産売却損・処分損 363,303 
特別費用計⑼ 363,303 

特別増減差額⑽=⑻-⑼ －363,303 
当期活動増減差額⑾=⑺+⑽ 622,480 

繰
越
活
動
増
減

差

額

の

部

前期繰越活動増減差額⑿ 29,427,030 
当期末繰越活動増減差額⒀=⑾+⑿ 30,049,510 
基本金取崩額⒁ 0 
基本金取崩額⒂ 325 
その他の積立金取崩額⒃ 650,000 
その他の積立金積立額⒄ 800,000 
次期繰越活動増減差額⒅=⒀+⒁+⒂+⒃-⒄ 29,899,835 

資産の部 負債の部
科　　目 当年度末（単位：円） 科　　目 当年度末（単位：円）

流動資産 37,117,223 流動負債 2,142,546
　預貯金 31,192,100 　事業未払金 1,886,860
　事業未収金 5,887,713 　職員預り金 255,686
　前払金 11,040
　仮払金 26,370
固定資産 86,188,850 固定負債 46,543,942
　基本財産 1,000,000 　退職給与引当金 46,543,942
　その他の固定資産 85,188,850 負債の部合計 48,686,488
　　車輌運搬具 1,141,410 純財産の部
　　器具及び備品 1,154,051 基本金 1,000,000
　　権利 220,440 国庫補助金等特別積立金 638,750
　　ソフトウェア 2,152,007 その他の積立金 43,081,000
　　長期貸付金 16,000 　基金積立金 24,300,000
　　退職手当積立基金預け金 31,597,200 　人件費積立金 16,712,000
　　退職給付引当資産 5,826,742 　備品等購入積立金 2,069,000
　　福祉基金積立預金 24,300,000 次期繰越活動増減差額 29,899,835
　　人件費積立預金 16,712,000 （内当期活動増減差額） 622,480
　　備品等購入積立預金 2,069,000 純財産の合計 74,619,585

資産の部合計 123,306,073 負債及び純財産の部合計 123,306,073

資金収支計算書資金収支計算書
（自　平成28年４月1日　　至　平成29年３月31日）（自　平成28年４月1日　　至　平成29年３月31日）

貸借対照表貸借対照表（平成29年３月31日現在）（平成29年３月31日現在）
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六戸町社会福祉協議会役員・評議員紹介

評議員（定数　１８名）　任期　平成29年4月1日から平成33年度定時評議員会まで
職　名 氏　名 選出区分 職　名 氏　名 選出区分

評議員 吉　田　悦　子 民生委員・児童委員 評議員 小　澤　綾　子 民生委員・児童委員

評議員 鳴　海　佐知男 民生委員・児童委員 評議員 手倉森　勝　廣 住民代表

評議員 三　浦　菊　世 住民代表 評議員 沖　沢　恵美子 住民代表

評議員 長　根　一　男 町議会議員 評議員 佐　藤　昭　七 福祉関係団体

評議員 十文字　利　則 福祉関係団体 評議員 寺　尾　一　穂 福祉関係団体

評議員 塩　沢　忠　裕 福祉関係団体 評議員 角　田　京　子 ボランティア団体

評議員 関　川　幸　子 ボランティア団体 評議員 十文字　圭　二 諸機関、諸団体

評議員 母良田　　　昭 諸機関・諸団体 評議員 田　澤　孝三郎 学識経験者

評議員 田　中　茂　樹 学識経験者 評議員 田　中　　　洋 関係機関の公務員

理事（定数１０名）　監事（定数　3名）　
任期　平成29年度定時評議員会から平成31年度定時評議員会まで　　（平成２９年８月１日現在）
職　名 氏　名 選出区分 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 副会長 苫米地　和　夫 学識経験者

理　事 大　西　勇　雄 民生委員・児童委員 理　事 吉　田　桓　紀 町内会等住民代表

理　事 保土沢　定　一 町内会等住民代表 理　事 長　嶺　き　み 福祉関係団体

理　事 熊　谷　　　隆 福祉関係団体 理　事 小　倉　よしい 福祉関係団体

理　事 石　井　京　子 ボランティア団体 監　事 佐々木　　　毅 民生委員・児童委員

監　事 高　橋　一　雄 町内会等住民代表 監　事 村　上　一　夫 福祉関係団体

・匿名　　　　　　　　　　　　　　２０，０００円

・㈱河野電気工業　代表取締役　河野　　崇　様

　ＬＥＤシーリングライト　５台

・六戸町グラウンド・ゴルフ協会　

　会長　前川原　正　顕　様　　　　１０，０００円

・六戸町商工会　会長　小野寺　正勝　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　６１，０００円

・六戸町町民ゴルフ実行委員会　

　会長　五十嵐　健二　様　　　　　２８，０００円

（平成２９年４月１日～９月１日受付分）

みなさまの善意に感謝


員

第47回上十三障がい者スポーツ大会 第24回上北郡老人グラウンド・ゴルフ大会

▲六戸町身体障害者福祉会のみなさん（７／９） ▲六戸町老人クラ連合会のみなさん（７／２８）


㈱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台を社会福
祉協議会へ寄贈いただ
きました。
　今回は、六戸中学校
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。

優勝の栄光優勝の栄光
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　　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…

　●日　時　　平成２９年１０月２６日（木）

　　　　　　　９：３０～１６：００

　　　　　　　※集合　９：００　役場正面玄関前

　●場　所　　ぬぐだまりの里　秘湯　八甲田温泉

　●対　象　　六戸町民で在宅で要介護者を介護している

　　　　　　　家族。概ね２０名

　●参加費　　１，０００円（当日徴収します）

　●申込み　　１０月１９日（木）までに六戸町社会福祉

　　　　　　　協議会に申込みください。

電話　５５－２９４３

お ・ 知 ・ ら ・ せお ・ 知 ・ ら ・ せ
第22回六戸町社会福祉大会・平成29年度社協まつり


平成２９年１０月８日（日）
１０：３０～１５：３０

六戸町文化ホール
１０：３０　第2 ２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、ステージイベント、手作

り体験コーナー、縁日ひろば、模擬店、喫茶、

社会福祉協議会活動紹介コーナー他

 

▲バルーンリリース

地域の方々ならどなたでも参加できます。

　お茶とおしゃべりをたのしみませんか。

●日　時　平成２９年１０月７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

（担当　杉山）

介護福祉士等修学資金貸付予約を行っています。介護福祉士等修学資金貸付予約を行っています。

「在宅介護者の集い」「在宅介護者の集い」 エスノスクラブ　エスノスクラブ　茶和やか会茶和やか会

■貸付概要
　高校3年生を対象に、青森県内の介護福祉士又は社会福祉士

養成施設に入学した際の修学資金貸付予約を行っています。

卒業後1年以内※に資格取得し、介護福祉士等の業務に5年

間従事すると返還しなくても良い貸付です。

■貸付対象
（１）予約した時点で高等学校3年生であり、同年度内に卒業予定の方

（２）青森県内の介護福祉士又は社会福祉士養成施設へ入学を希望する方

で、優れた資質を有し、経済的理由により修学に困難があると認めら

れる方。

■貸付金額
　修学資金　　月額5万円以内

　入学準備金　２０万円以内（初回のみ）

　就職準備金　２０万円以内（最終回のみ）

■申込み方法
介護福祉士修学資金貸付予約表

をご記入の上、学生証のコピーを

添えて下記まで申込みください。

※申込み用紙は六戸町社会福祉

協議会にあります。

■問合せ先
青森県社会福祉協議会

生活支援課

電話　017-723-1469

詳しくはホームページをご覧く

ださい。

http://aosyakyo.or.jp/

高校生対象
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●・●　ボランティア情報　●・●

　上北郡老人クラブ連合会主催の高齢者を対象とし

たスポーツ大会が、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２９年１０月１８日（水）

　　　　　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）

●申込み　１０月４日（水）までに下記までお申込

みください。

　大規模災害時における災害ボランティアセンターの役割

と関係機関との連携強化を図ることを目的に開催します。

●日　時　平成２９年１０月２１日（土）

　　　　　１０：００～１２：００

●場　所　六戸町老人福祉センター

●対　象　民生員児童委員、見守りサポーター、福祉協力員、

消防団員、自主防災組織、社協役職員、役場防災

担当課職員、災害ボランティア活動に興味のあ

る方。

●定　員　３０名

●申込み　１０月１０日（金）までに下記までお申込みく

ださい。

上北郡老人スポーツ大会
ボランティアスタッフ募集

六戸町災害ボランティア
研修会

参加者参加者
募集募集

ボランティア活動は
元気アップポイント
事業の対象です。

・・・養成講座終了しました・・・

●申込先　六戸町ボランティアセンター（六戸町社会福祉協議会内）　☎５５－２９４３まで

　8月2日（水）、町老人福祉センターに於いて開催

しました。この講座は、高齢者の身の回りのちょっ

とした困りごとのお手伝いをするボランティアを養

成することを目的としているものです。5名の方々

が参加し、高齢者の「こころ」と「からだ」やボラン

ティアの心構えについて学びました。

　７月２６日（水）、町文化ホールに於いて開催し

ました。この講座は町内の小学校などで行う高齢

者疑似体験や車いす体験などのサポーターを養成

するもので、４名の方々が受講し、サポーターとし

て登録しました。

修了したみなさん
吉田　悦子様

中村しづゑ様

斉藤　幸子様

石井　京子様

三浦　菊世様

修了したみなさん
石井　京子様

下田　トキ様

渋谷　雅子様

三浦　菊世様

　９月７日、６０歳以上の町民７１名が参加し２チーム

に分かれ、「まめ運びリレー」や「ボール送り」など１０種

目の競技に挑戦しました。

　この大会は、六戸町老人クラブ連合会と六戸町社会福

祉協議会が共催でスポーツを通じて高齢者の健康増進と

親睦を深めることを目的に開催しています。

　優勝は、赤組（大曲・金矢・七百・沖山老人クラブ、大

曲サロン）でした。

　　　　　　　　　　　　　●輪投げ：赤坂きみゑさん

●魚釣り：松村英子さん　●ゲートボール：山辺テルさ

ん、佐藤つえさん　●風船投げ：佐々木和高さん
▲競技を通じ親睦を深める参加者

生活支援パートナー養成講座 福祉体験サポーター養成講座

ボランボラン
ティアティア
募集募集

個人競技１位のみなさん

いきいきスポーツ大会開催しました



期　日 サロン 場所 時 間 内 容

１０月　７日（土） 上吉田サロン 上吉田公民館 10：00～14：00 料理教室

１０月１１日（水） 上町サロン 舘野公園・総合運動公園 10：00～14：00 グラウンド・ゴルフ他

１０月１２日（木） 押込サロン 押込公民館 9：30～12：00 布切り絵・健康相談

１０月１６日（月） みなみサロン 南町（一）公民館 9：30～12：00 3B体操・健康相談

１０月1 ９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　モンブラン

１０月２５日（水） 柳町サロン 小平・柳町公民館 10：00～15：00 型染め

１０月２７日（金） 大曲サロン 大曲公民館 9：30～14：00 型染め

１０月３１日（火） 七百サロン 七百地区公民館 9：30～14：00 開知小2年生との交流

ふれあいいきいきサロン

……………… 行 事 予 定行 事 予 定 ………………10 月

行政に関する意見・要望は
「行政相談」をご利用ください。

　行政相談は、公正、中立の立場から行政などへの苦情や

意見、要望を受け、その解決や実現を推進するとともに、

行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。

　お気軽にご相談ください。

まちがい探しクイズ ２枚の絵には、ちがうところが７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２９年１０月２０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
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期　日 相談員

１０月　３日（火） 人権擁護委員　田澤　孝三郎

１０月１７日（火） 行政相談員　　田中　茂樹

■時間　９：００～１２：００

■場所　六戸町老人福祉センター

心配ごと相談日

老人福祉センター入浴日
３日（火） 6日（金）

１０日（火） １３日（金）

１７日（火） ２０日（金）

２４日（火） ２７日（金）

３１日（火）

■日  時　１０月１７日（火）　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　田中　茂樹

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。

★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
　対象です。

１０月１日より赤い

羽根共同募金運動

が始まります。

ご協力お願いします。

■時
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