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　ふれあい・いきいきサロンは、誰もが参加でき

る「地域の居場所」です。

　内容は、おしゃべりやレクリエーション、健康

体操、創作活動、世代間交流などさまざまです。

　サロン活動が高齢者や子ども達の地域の見守り

活動につながるなど、サロンのお世話の方々が核

となり、地域全体の福祉意識が向上しています。

　また、活動を支えていた方が支えられる側にな

り、世代交代をしていきながら、地域全体に支え

合いの気持ちが受け継がれていきます。

　サロン活動を通じて住民が集い、交流が深まれ

ば、そこには新たな可能性が生まれていきます。

　こうしたサロン活動は地域福祉の要となってい

ます。
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社協だより

ふれあい

2018 年

9 月21 日

みんなが主役です

８月２日（木）、大曲ふれあいサロンでは、
地域の高齢者と子ども達が一緒に風鈴づ
くりや流しそうめんを楽しみました。
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平成29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！

■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　３回

●実務者ニーズ検討連絡会　

　開催回数　４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

　３７地区　見守りサポーター　１０３名

・ネットワーク会議

　開催回数２１回　延べ参加者　１１４名

●地域支え合い講座

　　期　日　平成２９年１２月１６日（土）

　　場　所　六戸町就業改善センター

　　参加者　３５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　　　　　　　　　　４０世帯

・協 力 員 　　  　　　　　延べ１１５名

・県社協着信状況　　　　　　　　１６件

・中央センター対応状況　　　　　１７件

・町社協サービス実施状況　　　２２７件

　

■ふれあいいきいきサロン（町受託事業）
上吉田サロン　　　６回／延　３０名

七百サロン　　　　７回／延１５８名

柳町サロン　　　１１回／延１２４名

鶴喰サロン　　　　６回／延１２４名

長谷サロン　　　　５回／延　３６名

大曲サロン　　　１１回／延２０５名

小松ヶ丘サロン　１１回／延１７２名

みなみサロン　　　７回／延１２３名

川原新田サロン　　４回／延　２８名

金矢サロン　　　　４回／延　４０名

押込サロン　　　　７回／延　６８名

沖山サロン　　　　４回／延　３７名

通目木サロン　　　３回／延　３３名

上町サロン　　　　９回／延　８７名

根古橋サロン　　　２回／延　１５名

■共助のための基盤づくり事業（町受託事業）
　●住民座談会の開催

　　５地区　延べ参加者　１４３名

　●ひきこもりに関する実態調査

　●災害ボランティア研修会

　　期　日　平成２９年１０月２１日（土）

　　場　所　六戸町老人福祉センター

　　参加者　２１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回上北郡老人スポーツ大会

　　期　日　平成２９年１０月１８日（水）

　　場　所　六戸町総合体育館

　　参加者　２５１名

■介護者支援事業
　●在宅介護者の集い

　【第１回】

　期　日　平成２９年１０月２６日（木）

　場　所　八甲田温泉

　参加者　５名

　【第２回】

　期　日　平成３０年２月２１日（水）

　場　所　六戸ヘルスセンター

　参加者　４名

　●お茶会

　期　日　平成２９年６月１３日（火）

　場　所　六戸町福祉センター

　参加者　５名

■広報誌等の発行
　・社協だより「ふれあい」

　　№５２号、５３号、５４号発行

　・社協通信「コラボ」　９回

　　№１０１号～１０９号

　・ホームページに情報発信

　

■第２２回六戸町社会福祉大会・
　平成２９年度社協まつり
　期　日　平成２９年１０月８日（日）

　場　所　六戸町文化ホール

　参加者　福祉大会　　１９７名

　　　　　社協まつり　４４０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　１件

■出前福祉講座
　車いす体験：六戸小学校５年　４８名

　　　　　　　大曲小学校５年　３２名

　ボランティア講話：六戸高校　６８名

　手話体験：六戸小学校３年　　２８名

　　　　　　大曲小学校３年　　３９名

　高齢者疑似体験

　　　　　　六戸小学校６年　　４１名

　　　　　　大曲小学校６年　　３８名

　点字体験：大曲小学校４年　　３６名

　アイマスク・ガイドヘルプ体験

　　　　　　六戸小学校４年　　３３名

　昔の遊び：六戸小学校１年　　３９名

　

■夏！ボランティア体験２０１７
　・受入先　　　１７施設　

　・参加者　　

　　六戸中学校　４０名（延　７９名）

　　七百中学校　５７名（延１１７名）

　　六戸高校　　４４名（延　９９名）

■福祉サポーター養成講座
　・期　日　平成２９年７月２６日（水）

　・場　所　六戸町文化ホール

　・参加者　５名

■収集活動
　ペットボトルキャップ　９００㎏

協力団体：六戸小学校、六戸中学校、

六戸高校、老人福祉センター、

南部中央アスコン共同企業体

　

■掃除ボランティア
　期　　日　平成２９年１２月26日（火）

　実施世帯　５世帯

　ボランティア　七百中学校　６名

　　　　　

■小松ケ丘サンタクロースボランティア
　期　　日　平成２９年１２月２４日（日）

　訪問世帯　１３世帯　ボランティア　７名

Ⅱ ボランティア活動の振興

Ⅰ 地域福祉活動の推進



平成29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！

■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　　　１０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　２０件

■生活困窮者自立相談支援事業
　継続件数　　　　２件

　新規相談件数　１６件

■「法律相談と自立相談」無料出張相談
　期　日　平成２９年８月３０日（水）

　　　　　平成３０年１月２４日（水）

　相談者　５名

■日常生活自立支援事業
　利用者　6名　　訪問回数　７０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　　　　１件

　３月末現在貸付件数　２７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
　・ギャッチベット貸出　１９台

　・車いす貸出　　　　　２７台

■移送サービス事業
　実利用者　３８名　利用回数　延４４６回

■訪問型サービスＡ事業（町委託）
　実利用者数　　　　１８名

　延利用者数　　　１７６名

　訪 問 回 数　　　７９６回　

■グラウンド・ゴルフ大会（町受託事業）
　平成２９年５月２９日（月）／９３名

　平成２９年９月２５日（月）／８５名

　

■元気はつらつ教室（町受託事業）
　毎週金曜日　４１回

　実参加者　３２名　延参加者　７０２名

■いきいき創作活動
　開催回数　９回　延参加者　１７２名

　

■町老人福祉センターの運営
　８８回　延利用者　　　 3, １７3名

■ 居宅介護支援事業
　　実利用者数　　　　　　　１１８名

　　認定調査件数　　　　　　　４５件

■訪問介護事業
　　実利用者数　　　　　　　　５４名

　　訪問回数　　　　　　 ６，９９９回

　　訪問時間　　　　　 ５，８０２時間

■ 訪問入浴介護
　　実利用者数　　　　　　　　１２名

　　訪問回数　　　　　　　　４４７回

■障害者福祉サービス
　　実利用者数　　　　　　　　　６名

　　訪問回数　　　　　　 １，０９７回

　　訪問時間　　　　　 １，１２８時間

■障害者指定特定相談支援事業　　５件

■理事会　　５回

■評議員会　４回

■監査会
　・社 協 監 査　　３回

　・県指導監査　　１回

　・町　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

　・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　　　　２，９８２，８００円

■共同募金運動の推進
　共同募金合計　　１，９０１，９４０円

■実習生の受け入れ
　・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　

　　七百中学校　１名　２日間

　　六戸中学校　２名　２日間

■第２２回六戸町社会福祉大会　

●六戸町社会福祉協議会長表彰
　【表彰の部】
　下田　孝子（町民生委員児童委員協議会）

　下田　サト（町身体障害者福祉会）

　【感謝の部】
　寄付者　坂本　りつ

　団体会員　㈱まるとく商事　

●六戸町共同募金委員会会長表彰
　【感謝の部】　

　下田水道設備、㈲六戸ヘルスセンター

■第６７回上北郡社会福祉大会
　【表彰の部】
　下田　孝子（町民生委員児童委員協議会）

　【感謝の部】　
　㈱河野電気工業

匿名　　　　　　　　　　 ２０，０００円

㈱河野電気工業　代表取締役　河野　崇　

　　　　　　　　　　　ＬＥＤ照明　５台

六戸町グラウンド・ゴルフ協会

　会長　前川原　正顕　　 １０，０００円

六戸町商工会　会長　小野寺　正勝

　　　　　　　　　　　　 ６１，０００円

六戸町民ゴルフ大会実行委員会

　会長　五十嵐　健二　　 ２８，０００円

匿名　　　　　　　　　　 ２０，０００円

デーリー東北六戸販売所　山内　一豊

　　　　　　　　　　　　 ２０，０００円

六戸商工会建設工業部会

　部会長　河野　豊　　　 ３０，０００円

田中　孝雄　　　　　　　 １０，０００円

匿名　　　　　　　　　　 １１，０００円

㈱トヨタレンタリース青森

　代表取締役　大野　　亮　車いす　３台

歌謡倶楽舞メイプル　会長　円子　正嗣

　　　　　　　　　　　　 ２０，０００円

杉山　晴雄　　　　　　　 ５０，０００円

六戸町立六戸小学校　　　　 ８，５６０円

匿名　　　　　　　　　　　 ６，０００円

北見歌謡会　代表　北見　二郎

　　　　　　　　　　　　 ７１，４３９円

若葉会　会長　千葉スゲ子　 ５，０００円

六戸町立開知小学校ＪＲＣ委員会

　　　　　　　　　　　　　 ５，０８９円

Ⅴ 組織体制の充実

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

　去る平成３０年６月１４日（水）開催の定時評議員会におい

て、平成２９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。

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）

ご寄附いただいた方 （々敬称略）

このマークがついている事業は

共同募金配分金が使われています。



4　　ふれあい　№56

貸借対照表（平成30年３月31日現在）

平成29年度 決 算 報 告 事業活動計算書
（自　平成29年４月1日　　至　平成30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 2,982,800
分担金収入 42,000
寄付金収入 376,088
経常経費補助金収入 23,435,920
受託金収入 13,626,726
貸付事業収入 16,000
事業収入 911,410
介護保険事業収入 35,048,640
障害福祉サービス等事業収入 4,495,890
短期借入金収入 1,000,000
受取利息配当金収入 6,313
その他の収入 304,481
事業活動収入計⑴ 82,246,268

支
　
　
出

人件費支出 61,254,771
事業費支出 6,233,869
事務費支出 4,963,094
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 797,200
事業活動支出計⑵ 74,478,934

事業活動資金収支差額 ⑶=⑴－⑵ 7,767,334
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 129,000
施設整備等支出計⑸ 129,000

施設整備等資金収支差額⑹=⑷－⑸ -129,000

そ
の
他
の
活
動

に
よ
る
収
支

収
入

積立資産取崩収入 0
その他の活動収入計⑺ 0

支
　
　
出

基金積立資産支出 200,000
積立資産支出 2,280,948
その他の活動による支出 1,644,360
その他の活動支出計⑻ 4,125,308

その他活動資金収支差額⑼=⑺－⑻ －4,125,308
予備費支出⑽ 0
当期資金収支差額合計⑾=⑶+⑹+⑼－⑽ 3,513,026
前期末支払資金残高⑿ 34,974,677
当期末支払資金残高⑾+⑿ 38,487,703

科　　　目 決算（単位：円）

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
　
　
益

会費収益 2,982,800
分担金収益 42,000
寄付金収益 376,088
経常経費補助金収益 23,435,920
受託金収益 13,626,726
事業収益 911,410
介護保険事業収益 35,048,640
障害福祉サービス等事業収益 4,495,890
短期借入金収益 1,000,000
その他の収益 304,481

サービス活動収益計⑴ 82,223,955

費
　
　
用

人件費 64,235,629
事業費 6,233,869
事務費 4,963,094
短期借入金償還金 1,000,000
助成金費用 230,000
負担金費用 797,200
基金組入額 200,000
減価償却費 2,223,878
国庫補助金等特別積立金取崩額 －638,750

サービス活動費用計⑵ 79,244,920
サービス活動増減差額⑶=⑴－⑵ 2,979,035

サ
ー
ビ
ス
活
動

外
増
減
の
部

収益 受取利息配当金収益 6,313
サービス活動外収益計⑷ 6,313

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 6,313

経常増減差額⑺=⑶+⑹ 2,985,348
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 2
特別費用計⑼ 2

特別増減差額⑽=⑻-⑼ －2
当期活動増減差額⑾=⑺+⑽ 2,985,346

繰
越
活
動
増
減

差

額

の

部

前期繰越活動増減差額⑿ 29,899,835
当期末繰越活動増減差額⒀=⑾+⑿ 32,885,181
基金取崩額⒂ 0
その他の積立金取崩額⒃ 0
その他の積立金積立額⒄ 1,900,000
次期繰越活動増減差額⒅＝⒀+⒁+⒂+⒃－⒄ 30,985,181

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 41,778,907 流動負債 3,291,204
　現金預金 32,087,828 　事業未払金 2,607,957
　事業未収金 9,679,189 　職員預り金 683,247
　前払金 11,890 固定負債 49,524,800

　退職給与引当金 49,524,800
　負債の部合計 52,816,004

純財産の部
固定資産 88,203,278 基本金 1,000,000
　基本財産 1,000,000 国庫補助金等特別積立金 0
　その他の固定資産 87,203,278 その他の積立金 45,181,000
　　車輌運搬具 6 　基金積立金 24,500,000
　　器具及び備品 770,251 　人件費積立金 17,512,000
　　権利 220,440 　備品等購入積立金 3,169,000
　　ソフトウェア 1,582,331 次期繰越活動収支差額 30,985,181
　　長期貸付金 0 （うち当期活動増減差額） 2,985,346
　　退職手当積立基金預け金 33,241,560
　　退職給付引当資産 6,207,690
　　福祉基金積立資産 24,500,000
　　人件費積立資産 17,512,000
　　備品等購入積立資産 3,169,000 純資産の部合計 77,166,181

資　産　の　部　合　計 129,982,185 負債及び純資産の部合計 129,982,185

資金収支計算書
（自　平成29年４月1日　　至　平成30年３月31日）
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・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

・六戸町商工会　会長　佐藤陽大様　　　　　　　　　５０，０００円

・下田　和子様　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，０００円

・六戸町グラウンド・ゴルフ協会　会長　松橋洋子様　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　４２，０００円

・匿　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，０００円

・野崎和子様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００円

・北川郁子様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００円

・早乙女　清次郎様　　　　　　　　　　　　　　　　３０，０００円

みなさまの善意に感謝　（平成３０年４月１日～平成３０年８月３１日受付分）

㈱河野電気工業様より御寄附いただいたＬＥ

Ｄシーリングライト５台は、七百中学校学区の

７０歳以上のひとり暮らし５世帯に設置しま

した。

　９月６日（木）、町文化ホールにおいて６０歳以上の町民

６２名が参加し、魚釣りやゲートボール、ボール送りなど

１０種目の競技で爽やかな汗を流しました。

●結果は次のとおり
優　勝　黄組（七百・沖山・金矢・岡沼・高舘・大曲サロン）

準優勝　オレンジ組（折茂・犬落瀬・一般）

●個人競技１位の方々
金持ちじゃんけん　沖沢ナヨさん

輪投げ競技　　　　伊藤義則さん（８．４２秒）

魚釣り競技　　　　佐々木和高さん（８．３８秒）

ゲートボール　　　高坂　茂さん（７点）

風船投げ　　　　　佐々木和高さん（３ｍ５０㎝）

●実施期間　

　平成３０年９月１２日（水）～平成３１年３月３１日（日）

●義援金振込窓口等

　※全国ゆうちょ銀行（郵便局）窓口からの振込手数料は無料となります。

●義援金の配分方法
　寄せられた義援金は、北海道共同募金会がとりまとめ、日本赤十字社北海道

支部等の関係団体にて設置する「北海道災害義援金募集委員会」に全額集約し、

公正、適正に被災対象地域に配分します。

平成30年北海道胆振東部地震 災害義援金募集

スポーツで親睦を深める 　町老連いきいきスポーツ大会

「商工会の日」六戸町商工会親善チャリティー

ゴルフ大会募金を六戸町商工会会長佐藤様

より御寄附いただきました。

六戸町オープン・チャリティーゴルフ大会

募金を六戸町町民ゴルフ大会実行委員会会

長五十嵐様より御寄附いただきました。

第１５回早乙女清次郎チャリティーショー

新舞踊全国大会六戸場所公演の基金を早乙

女様より御寄附いただきました。

　平成３０年９月６日に胆
振地方中東部を震源とする
地震により、大きな被害を
もたらし、179市町村に災
害救助法が適用されました。
　北海道共同募金会は、被
災された方の救援を目的に
災害義援金の募集を実施し
ています。
　みなさんの温かい御支援
をよろしくお願いします。

金融機関名 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行 00170-8-635111 北海道共募　北海道地震災害義援金
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「コミュニケーションの大切さ学ぶ」 ヴァンラーレ選手
六中生と交流　日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のヴァンラーレ八戸の選手によるサッカー教

室が８月３０日、六戸町立六戸中学校で開かれ、２、３年生約４０人が選手と体を

動かしながら交流し、サッカーの魅力やコミュニケーションの大切さを学びました。

　この教室はヴァンラーレ八戸と青森県共同募金委員会との共催で、プロスポーツ

選手との交流を通じて夢を持つことの大切さや仲間を大切する心を持ってもらおう

と実施しているものです。

　六戸中学校を訪れたのは、金井隆太、元田龍矢、中村太一の３選手。生徒達は選手

からパス回しの指導を受けた後、男女別で試合を行い笑顔でプレーを楽しみました。

　参加した生徒は「自分もサッカーをやっていてヴァンラーレのことも知っていた

ので、選手に会えて興奮した。やっぱりプロは違うなぁと思った。自分も将来プロ

サッカー選手になりたい」と夢を語ってくれました。

出会えた、気づいた、学んだ！ ～夏ボランティア２０１８終了～

　７月から８月にかけて夏ボランティア体験２０１８を

実施しました。

　今年は、中学生、高校生延２４７名が保育園や高齢者

施設などでボランティア体験しました。

　

受入れ施設・団体
三沢老人ホーム・晴ヶ丘老人ホーム・メープル・にこに

こプラザ六戸・にこにこ七百・エスノス六戸福祉セン

ター・ハートランド・みのり苑・十和田デイサービスセ

ンター・ＪＡ十和田おいらせ「きずな」・さつき保育園・

ひのでこども園・第二日の出保育園・こども園えがお・

六戸町社会福祉協議会

　とても居心地の良い空間のように思いました。利用者との会話を

取る時はもちろん、職員同士のコミュニケーションの取り方をみて、

距離が近いと感じました。

　今回のボランティアで幅広い年齢の人と関わる中で、やはり自分

はいろいろな年代の人の健康を守れる町の保健師として活躍したい

と再確認できた良い機会となりました。

　楽しくボランティア活動することができました。とても気さくな

職員のみなさんや利用者さんのおかげです。買物の付添いでは、多

方面に気を使いながらだったので大変な部分もたくさんあったので

すが、「若い子との買物は照れる」などおっしゃりながら楽しんでも

らえたのが嬉しく、とてもやりがいを感じました。

　笑顔の利用者さんを見てやはり地域が好き、福祉の仕事が好きだ

と再認識しました。お忙しい中貴重な体験ありがとうございました。

▲愛ちゃんとヴァン太君

▲ヴァンラーレの３選手

▼

に
こ
に
こ
プ
ラ
ザ
六
戸
夏
祭
り
の
活
動
を
終
え
て
…

　

す
が
す
が
し
い
笑
顔
で
す
。

にこにこプラザ六戸の

夏祭りに参加した生徒から

職員のみなさんへ

寄せられたメッセージを

　　ご紹介します。
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第２３回

１３：３０　開会・あいさつ

１３：３５　行政説明「青森県型地域共生社会の実現に向けて」（仮）

　　　　　　～青森県のこれまでの取り組みとこれから～　

　　　　　　青森県健康福祉部

１４：１５　事例発表「五所川原市七和地区における地域づくりの実践」（仮）

　　　　　　発表者　七和地区活性化協議会　事務局長　飛嶋　献氏

●日　時　平成３０年１１月１８日（日）　

　　　　　１０：３０～１４：３０

●場　所　県民福祉プラザ４階「県民ホール」（青森市）

●内　容　講演「大規模災害に学ぶ防災・危機管理」

　　　　　　　　ＮＰＯ法人青森県防災士会

　　　　　団体によるステージ発表

●定　員　２０名

●送　迎　町民バスにて送迎します。

●集　合　役場駐輪場前　８：００

●昼食代　５００円（当日ご持参ください。）

●申込み　１０月２６日（金）まで

●日　時　平成３０年１０月１７日（水）

　　　　　１８：００～１９：３０

●場　所　小松ケ丘地域交流館会議室

●対　象　小松ケ丘にお住まいの方

●内　容　ワークショップ

　　　　　「地域への思いを語り合おう」

●申込み　不要

●その他　本会で軽食を用意します。

問合せ・申込先　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　電話　５５－２９４３・ＦＡＸ　５５－２９４７

青森県ボランティアのつどい
　地域の夢をかたる場

　　　　　ｉｎ　小松ケ丘

地域活性推進会議

申込締切
１２月１０日（月）

●日　時　平成３０年１２月１９日（水）　１３：３０～１６：００
●場　所　六戸町就業改善センター　２階大ホール

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

まちを目指して、地域の中で私達にできることを考えます。

地域支え合いフォーラム

●スライド上映「六戸町社会福祉協議会３０年のあゆみ」

●「ふくしの作文コンクール」最優秀賞作品発表

●式典　六戸町社会福祉協議会会長表彰

　　　　ふくしの作文入選者表彰

　　　　六戸町共同募金委員会会長表彰　

法人化３０周年記念

六 戸 町 社 会 福 祉 大 会
●日　時　平成30年12月2日（日）　１２：３０～１５：４０
●場　所　六戸町文化ホール

お 知 ら せ

『笑いは　健康のもと』（仮）
　タレント・民謡歌手　黒石　八郎　氏

記念講演
１４：２０～

入場
無料



●日　時　平成３０年１０月６日（土）

　　　　　１０時～１４時

●場　所　エスノス六戸福祉センター

●内　容　健康体操・カラオケ・歌や踊りなど

●参加費　３５０円（昼食・おやつ代・保険料）

●問合せ　エスノスクラブ事務局（杉山）

　　　　　電話　５５－５６０１

　　　　　携帯　０８０－５７３９－８８６０

期　日 サロン 場　所 時　間 内　容

１０月　８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１０日（水） 上町サロン 上町公民館 10：00～12：00 韓国風チヂミ作り

１０月１０日（水） 小平・柳町サロン 小平・柳町公民館 10：00～13：00 型染め

１０月1 １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

１０月1 １日（木） 押込サロン 押込公民館 9：30～12：00 布切り絵

１０月１６日（火） 七百サロン 七百公民館 9：30～14：00 開知小２年生との交流

１０月２６日（金） 大曲サロン 小川原湖青年の家 9：30～14：00 七宝焼き

１０月１６日は行政相談日です。

　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。

行 事 予 定

エスノスクラブ茶話や会
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★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。

間違い探しクイズ
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30年10月26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

期　日 相談員

10月　２日（火） 人権擁護委員　田澤　孝三郎

10月1 ６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

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。

応募方法

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） 2 ６日（金）

３０日（火）

ふれあいいきいきサロン

１０月１日より
赤い羽根共同募金
運動が始まります。

ご協力を
 お願いします。

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。　


