１２/２０（水）独居高齢者「年忘れ交流会」
調理ボランティアが作ったバイキング料理で
昼食交流会をしました。
午後からは泉流扇寿会による
「唄と踊りのショー」を楽しみました。
●赤い羽根共同募金実績・・・（２）～（３）
●社協・デイサービスの行事・・・・・（４）

平成３０年１月２５日（木）

●町社会福祉大会などについて・・・・（５）
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●福祉安心電話について・・・・・・・（７）

●ふれあい・いきいきサロンについて・（６）
●お知らせ・・・・・・・・・・・・・（８）
おいらせ町社協ＨＰ
ＱＲコード

おいらせ町社協だより 「いきいき」

（2）第24号

赤い羽根共同募金

平成30年1月25日

≪おいらせ町で集まった募金額≫

平成２９年度実績報告

３，５３４，
７８１円

(総額)

※平成３０年１月１２日現在
平成２９年１０月１日から始まった「赤い羽根
共同募金」運動は、皆様からのご協力により沢山の
募金が寄せられました。
集まった募金は、青森県共同募金会へ集約され、
次年度の福祉施設や福祉団体、社会福祉協議会の
活動資金として活用されます。
ご協力頂いた皆様には心から感謝し、ご報告致
します。
【赤い羽根共同募金
区

内

訳

今年度集まっている募金額の内訳(平成３０年１月１２日現在)】

分

平成 29 年度
募金額(円)

平成 28 年度

備考

募金額(円)

備考

おいらせ町の目標

3,650,000

3,590,000

実績総額

3,534,781

3,669,168

戸別募金(町内)

2,681,956

5,933 世帯

2,714,018

5,718 世帯

大口募金(企業)

520,115

87 件

518,000

88 件

学校募金

157,009

22 件

171,827

23 件

職域募金(従業員等)

54,043

9件

56,282

11 件

街頭募金

37,701

2 日間

36,565

2 日間

その他の募金(個人･窓口等)

14,619

18 件

11,591

20 件

県共募直送分(学校募金以外)

69,338

２件

160,903

5件

96.84%

102.21%

イオンモール下田での募金活動

イオンモール下田での街頭募金活動(10/7～10/8)
(10/7)下田中学校7名 (10/8)木ノ下中学校7名

   
（2）社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会（電話）0178-52-7066

街頭募金

目標額達成率

2 日間
37,701 円

おいらせ町社協だより 「いきいき」

第24号（3）

企業や商店など

大口募金

平成30年1月25日

順不同・敬称略
87 件
520,115 円

その他募金

窓口・児童館・自販機等

職域募金

5,933 世帯
2,681,956 円

職員・従業員など

戸別募金

順不同・敬称略
22 件
157,009 円

町内の各世帯から

園児・児童等から

学校募金

18 件
14,619 円

順不同・敬称略
9件
54,043 円

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会（ＦＡＸ）0178-50-1602   
（3）

おいらせ町社協だより 「いきいき」

（4）第24号

平成30年1月25日

地 域見守り活動フォーラムｉｎおいらせ
～ みんなのまちづくり、近所で暮らすあの人を思いながら ～

平成 29 年 4 月から町より受託した「生活支援体制整備事業」の
一環として、平成 29 年 11 月 10 日(金)おいらせ町みなくる館ホー
ルにおいて、町主催・社協主管として地域で見守り活動を行ってい
る方々を一堂に会し、“地域見守り活動フォーラム in おいらせ”を
開催しました。講師として、青森県社協の鳴海事務局次長や公益
財団法人さわやか福祉財団の葛原さんをお招きしまして、講演や
ワークショップを行いました。また、
福祉車両の展示も行いました。

デ イサービスセンタークリスマス会
可愛い園児たちにサンタさんからプレゼント♪

おいらせ町デイサービスセンターではクリスマス会を開催しました。
12月12日(火)には一川目保育園さん、 13日(水)には本村こども園さ
ん、 14日(木)には深沢保育園さんをお招きしまして、 園児たちによる
歌や踊りを披露していただきました。
踊りなどのあとには、 利用者と一緒におやつを食べたり、 サンタさん
からのプレゼントがあったり楽しい一日となりました。

12/14（木）深沢保育園さん

12/12（火）一川目保育園さん

12/13（水）本村こども園さん

12/14（木）深沢保育園さん

12/12（火）一川目保育園さん

12/13（水）本村こども園さん

12/14（木）深沢保育園さん

（4）おいらせ町社協 居宅介護支援事業所・デイサービスセンター・ヘルパーステーション（電話）0178-52-8440
   

平成30年1月25日

おいらせ町社協だより 「いきいき」

第24号（5）

第 １２回おいらせ町社会福祉大会
～ 思いやりの一言で、広がる人のつながり、深まる地域の絆 ～

この大会は、町民及び福祉関係者が一
堂に会し、勇気ある思いやりの一言が人
のつながりを生み、地域の絆が深まるこ
とを再認識する機会とするとともに、社会
福祉事業に貢献された方々を表彰し、感
謝の意を表すために開催致します。
また、講師としまして、野辺地町にある
曹洞宗常光寺の住職西村寿晃氏をお招
きしまして、「光あるうちに(仮題)」と題し
ましてご講演いただきます。
大会の会場では、ボランティア団体・福
祉団体の活動掲示コーナーや夏に行わ
れた児童・生徒の福祉体験学習のコー
ナー、障がい者支援施設等の模擬店や
バザー店のコーナーもありますので、ぜ
ひ、ご来場下さい。

日 時 平成３０年２月１０日（土）
１３：００～（１２：３０受付開始）

場 所

町民交流センター 小ホール
※どなたでもご自由にご来場下さい。

[ 地図 ]

↑三沢方面

下田公園↑

←十和田方面

45

→
イオン方面

★町民交流
センター
町役場
本庁舎
老人福祉センター

下田郵便局

下田診療所

十和田おいらせ
農協下田支店

長 寿福祉フェスティバル
～ ほがらか教室受講生による発表会 ～

おいらせ町老人福祉センターで活動し
ている「ほがらか教室」の受講生の皆さ
んによる、芸能発表や作品展示の他に、
午後からは芸能プロダクションによる「唄
と踊りの芸能ショー」など様々な催しを行
います。
また、会場内では介護・福祉用品の展
示・販売も行っておりますので、興味のあ
る方は老人福祉センターまでお越し下さ
い。

２月23日（金）
日 時 平成３０年
１０：３０～１４：３０
※芸能ショー

場 所

１３：００～１４：３０（予定）

老人福祉センター

[ 地図 ]

↑三沢方面

下田公園↑

←十和田方面

45

★老人福祉
センター

≪ほがらか教室とは？≫
町内在住の高齢者の皆さんが、生きがい
と健康づくりの為に活動している教室です。
さきおりやおどりっこ、パッチワークなど
様々な教室(10クラブ、3愛好 会)があり、皆
さんわきあいあいと楽しく活動しています。
皆さんもかだってみませんか？

→
イオン方面

町民交流センター
町役場
本庁舎
下田郵便局

十和田おいらせ
農協下田支店

下田診療所

福祉プラザのびのび館（電話）0178-50-1601   
（5）

おいらせ町社協だより 「いきいき」

（6）第24号

平成30年1月25日

ふ れあい・いきいきサロンって？
「明日はおらほのサロンの日だなぁ」「んだなぁ」「一緒にかだるべ」

ふれあい・いきいきサロンは、身近な地域において、高齢者や
障害を持つ方などの当事者とボランティアとが協働で企画をし、
内容を決め、共に運営をする仲間づくりの場を開設することで、
高齢者等の孤立感の解消や地域の見守り、並びに閉じこもり防
止や介護予防、健康の保持向上を図る活動です。
そして、地域における福祉コミュニティづくりの形成に資するこ
とを目的としています。（地域の福祉力を高める）
活動の主体は、地域住民です。
社会福祉協議会では、閉じこもりや孤立感・不安の解消などの
効果が期待されるサロン活動の普及活動を平成１０年６月から
展開しております。

三本木地区サロンの様子

サロンには６つの効 果 があります。

鶉久保地区サロンの様子

≪効 果その１≫楽しさ・生きがい・社会参加
≪効 果その２≫無理なく体を動かせる
≪効 果その３≫適度な精神的刺激
≪効 果その４≫健康などについて意識する習慣がつく
≪効 果その５≫生活のメリハリ
≪効 果その６≫閉じこもらせない

黒坂地区サロンの様子

【 平成３０年 度 ふ れあい・いきいきサロン実 施 予 定 地 区 】
● 年１０回実 施 予定地区（５地区）
・本 村 ・阿 光 坊 ・鶉 久 保 ・向 山 ・豊 原
● 年８回実 施 予 定 地区（１地区）
・深 沢
● 年６回実 施 予 定 地区（１地区）
・肴 町
● 年５回実 施 予 定 地区（２２地区）
・三本 木 ・三 田 ・新敷 ・木 内々有楽町
・間 木 ・染 屋 ・木崎 ・秋堂 ・苗振谷地
・木ノ下 ・曙 ・向坂 ・若 葉 ・緑ヶ丘
・錦ヶ丘 ・青 葉 ・六 丁目 ・上 新町
・下 前 田 ・藤ヶ森 ・日ヶ久 保 ・洋 光 台

●年３回実施予定地区（８地区）
・洗平 ・住吉町 ・八幡町（新規）
・堀切川 ・川 口 ・明神下（新規）
・横道 ・二川目
●年１回実施予定地区（４地区）
・豊栄 ・一丁目（新規）
・黒坂 ・一川目

合計

４１地 区

実 施 予定

※前年度３８地区

★おいらせ町社協ではサロンの運営をお手伝いします★
・レクリエーション道具の貸出しが出来ます。（全８種類）
・町内会での集まりの際にサロンについて説明致します。（全社協が作成したサロンのビデオも有ります）
・対象者に配布するチラシを作成します。（配布部数の印刷も致します）
・ふれあいサロン保険に加入します。（但し、宿泊を伴うものは対象外です）
その他、サロンに関する相談ごとがありましたら、おいらせ町社協までお電話下さい。

おいらせ町社協（電話）０１７８－５２－７０６６（担当：真石）
（6）老人福祉センター（電話）0178-56-4415
   

平成30年1月25日

おいらせ町社協だより 「いきいき」

第24号（7）

福 祉安心電話ってなに？
２４時間いつでもつながる見守りサービス

「福祉安心電話サービス」とは、社会福祉法人青森県
社会福祉協議会が運営する福祉安心電話サービス事業
です。
福祉安心電話端末機を用いて、在宅で生活するひとり
暮らし高齢者等を対象に、緊急時における安全と毎日の
安心の確保を図るとともに、近隣に住む協力員や関係機
関と協力し、加入者支援のネットワークを構築しなが
ら、地域における「安心とふれあい」の醸成を図ること
とを目的とした仕組みです。

≪
①
②
③
④

対

象

者

【貸与する福祉安心電話一式】

≫

ひとり暮らし高齢者や障がい者等世帯
高齢者や障がい者等のみの世帯
介護を必要とする高齢者や障がい者等と同居している世帯
その他、おいらせ町が必要と認めた世帯

≪ 福祉安心電話協力員

※電話機につなげて使います

≫

福祉安心電話を設置する為には「福祉安心電話協力員」の設置が必ず必要です。
協力員には３～４名が必要で、会員となる方の近隣住民やご家族、民生委員などにご協力をお願
いしています。
加入者が安心して暮らすためには、協力員や近隣住民の日常的な声掛けや見守りが大切です。
福祉安心電話をきっかけに、近隣に住んでいる加入者宅に「夜、明かりがついているか」
「郵便受
けがいっぱいになっていないか」など、簡単な見守り活動が加入者の安心につながるとともに、そ
の活動の積み重ねが、地域のネットワークづくりに役立ちます。

≪福祉安心電話の仕組み≫
●青森県社協中央センター

➅連絡調整

24h 対応コールセンター

●地元社協
サブセンター

➂緊急時連絡

➄状況報告

●協力員
3～4 名程度
➃安否確認
●加入者

（7）

社協だより第24号
平成30年1月25日

皆様の会費が、子どもから高齢者まで
様々な方を対象とした福祉活動への活動
今年度も各町内会の班長や皆様のご理解とご協力 資金として活用されます。
身近な福祉活動を守り発展させる為、こ
により会費を納入いただき、厚く御礼申し上げます。
れからもご理解とご協力の程よろしくお
願い致します。
平成３０年１月現在
世帯

５，１５９

悩みごとはありませんか？
おいらせ町社協では「心配ごと相談日」を設
けております。相談員が皆さんの悩み事や不安
なことを聞いて一緒に考えてくれます。
また、2 月には「無料法律相談日」がありま
す。弁護士が無料で相談に応じます。
詳しくはおいらせ町社協までお電話下さい。

寄

【無料法律相談日】※要予約
●開催日／２月１５日（木）
●時 間／１３：３０～１６：００
●場 所／地域福祉センターいきいき館
●予 約／２月１日（木）から受付開始
●連絡先／おいらせ町社会福祉協議会
(電話)０１７８－５２－７０６６

の

平成 24 年 5 月に発覚した介護保険事業等に係る使
途不明金 21,545,776 円に対する補填状況は平成 29 年
12 月 31 日現在において 21,239,806 円（元職員相続人和解
金＋役職員補填負担分）が補填されました。

よって、平成 29 年 12 月 31 日現在の補填残額は
305,970 円（役職員補填負担分）であることをご報告申し上
げます。

礼

皆様から頂いた寄附は、町の福祉事業へ大切
に使わせて頂きます。
ありがとうございました。
①大和講念仏講百石支部

総代 小笠原 洋子
・・・３０，０００円
②匿名希望（３名）・・・・・・２２，７８１円

社協はここにあります
おいらせ町社協では、居宅介護支援事業所や
デイサービスセンター、ヘルパーステーション
を行っております。お気軽にご相談下さい。
おいらせ
消防署

↑三沢方面↑
338

みなくる館

のびのび館

ローソン

イオン
モール
下田
サークルＫ
サンクス

石田温泉
病院

百石モータース
45

使途不明金補填状況の報告

御

(平成 29 年 6 月 17 日～平成 30 年 1 月 16 日現在)※敬称略

【心配ごと相談日】
●相談日／毎月第１水曜日※祝日の場合は翌週
・第１１回目／２月７日（水）
・第１２回目／３月７日（水）
●時 間／１０：００～１２：００
●場 所／地域福祉センターいきいき館

附

★いきいき館

青森銀行
百石支店
役場
分庁舎
↓八戸方面↓

社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会
〒039-2222 おいらせ町下前田 158-1
(電 話)０１７８－５２－７０６６
(ＦＡＸ)０１７８－５０－１６０２
（介護直通）０１７８－５２－８４４０

