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平成27年度　事　業　計　画
○基本構想
　「全ての住民が、健やかに安心して暮らせる地域づくり」

○重点目標

○実施事業

▶組織運営及び基盤強化事業

①組織運営のための会議の開催等
　（ 会長・副会長会議、理事会・評議員会、監査
会など）

②組織管理及び職員体制の整備
　（ 苦情解決体制の整備、自己評価による評価・
改善、役員研修の開催、職員研修の計画的な
実施、個人情報保護体制の整備）

▶地域福祉活動事業のための基盤強化

　各種地域福祉活動を実施するために、社協会費
や寄付金、共同募金事業により財政を確保し、活
動のための基盤強化を図ります。

①社協会費の確保・充実

②共同募金運動推進事業

▶小地域の見守りネットワーク活動の推進

　地域のひとり暮らし高齢者や障害者等の世帯を
対象に、住民主体で見守りや声掛け活動を行い、
地域のネットワーク活動の推進を図ります。

① 緊急通報システム「福祉安心電話」サービス事
業見守り活動

② 老人クラブ会員によるふれあい訪問及び見守り
活動

▶当事者の社会参加の推進

　当事者同士の交流を図り、社会参加推進を図り
ます。

①高齢者世帯食事サービス事業
　（ひとり暮らし高齢者昼食会）

②福祉団体育成事業
　（ 老人クラブ連合会及び単位老人クラブ、障害
者福祉会、　母子寡婦福祉会）　

▶福祉課題の調査・把握及び要援護者等の把握
　台帳整備

　地域における課題把握のための調査等を実施す
る。また、事業に関連して対象世帯等の台帳整備
を行います。

①地域福祉活動計画策定のための委員会設置

② 地域福祉活動計画策定のための町民意識調査の
実施

③各種事業を通じて実態調査

▶相談、生活支援体制の充実

　日常生活の各課題などに対して、支援すること
で生活の安定を図ります。

①心配ごと相談事業　②配食サービス事業

③移送サービス事業　④たすけあい資金貸付事業

⑤障害者移動支援事業（町受託事業）

⑥日常生活自立支援事業
　（地域福祉権利擁護事業）

⑦生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）

⑧除雪サービス事業
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▶ボランティア活動の育成・支援
①ボランティアセンター設置事業
②小・中学校向け福祉教育・ボランティア研修事業
　（�小・中学校向け講座の開催、ボランティア研
修会の開催）

③ボランティア推進校事業
　（共同募金配分事業）
④ボランティア活動保険への加入推進

▶啓発・広報事業
　福祉情報の発信源として、情報を知らせるとと
もに、啓発事業を通じて福祉の心の醸成に努め
る。

①広報誌の発行
　（共同募金配分事業）
②第11回社会福祉大会の開催

▶介護保険事業等の経営
　介護保険事業や障害福祉サービスの充実、質の
向上を図るとともに、法令順守に努め、健全な経
営を図ります。

①居宅介護支援事業
②通所介護事業
③訪問介護事業
④特別養護老人ホーム「あんじんの郷」
⑤短期入所生活介護事業
⑥障害者福祉サービス事業
　・居宅介護、重度訪問介護
　・移動支援事業の実施（町委託）

▶指定管理者施設の管理運営及び実施事業の
　実施

　平成26年度から引き続き指定管理の協定をした
高齢者生活福祉センター「やすらぎの郷等」及び
「蟹田在宅介護支援センター等」の管理運営を行
うとともに、各種委託事業を実施し住民サービス
に努めます。

①外ヶ浜町やすらぎの郷等の指定管理
②外ヶ浜町蟹田在宅介護支援センター等の指定管理
③「食」の自立支援事業（町受託）
④生活福祉資金貸付事業（県社協受託・再掲）
⑤障害者移動支援事業（町受託・再掲）
⑥要介護認定調査（町等受託）
⑦住宅改修支援事業（町受託）
⑧予防介護サービス計画政策等事業（町受託）

【事業活動による収支】� （千円）

科　　目 予算額
介護保険事業収入 347,490
障害者福祉サービス等事業収入 640
社会福祉協議会事業収入 5,009
その他の事業収入 11,636
経常経費寄付金収入 50
受取利息配当金収入 281
その他の収入 1,770

①事業収入計 366,876

人件費支出 246,768
事業費支出 60,496
事務費支出 37,144
社会福祉事業支出 5,662
利用者負担軽減額 570
支払利息支出 1,725
その他の支出 600

②事業支出計 352,965

③事業活動収支差額 
（①－②） 13,911

【施設整備等による収支】� （千円）

科　　目 予算額
④施設整備等収入計 0
⑤施設整備等支出計 12,642

⑥施設整備等資金収支差額 
（④－⑤） △ 12,642

【その他の活動による収支】� （千円）

科　　目 予算額
⑦その他の活動による収入計 0
⑧その他の活動による支出計 5,704

⑨その他の活動による資金
収支差額（⑦－⑧） △ 5,704

� （千円）

科　　目 予算額
⑩当期資金収支差額合計

（③＋⑥＋⑨） △ 4,435

⑪前期末支払資金残高 84,406

⑫当期末支払資金残高 
（⑩＋⑪） 79,971
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大変ありがとうございました

平成26年度　実績報告

募金総額　1,333,541円
　平成26年10月１日から実施いたしました赤い羽根共同募金運動も、皆様のご理解・ご協力により目標額を達
成することが出来ました。
　お寄せいただきました寄付金は、県内の福祉施設や、外ヶ浜町の地域福祉、在宅福祉の充実等々幅広く社会
福祉事業に活用させていただきます。

※戸別募金
（１世帯あたり500円を目安に町内全戸にお
願いしました。）
※職域募金
（町内の公共団体、企業、商店などにお願い
しました。）
※学校募金
（町内全６つの小・中学校、幼稚園、保育
園、保育所にお願いしました。）

募金内訳
○戸別募金　 �1 , 1 3 6 , 5 5 0円
○職域募金　 � 1 4 6 , 9 0 6円
○学校募金　 � 5 0 , 0 8 5円
合　　　計　 �1 , 3 3 3 , 5 4 1円

　　　（目標額　1,330,000円・達成率100％）

大変ありがとうございました

蟹田地区

蟹田保育園 蟹田幼稚園 外ヶ浜町役場本庁 外ヶ浜町議会事務局
外ヶ浜町役場福祉課 外ヶ浜中央病院 外ヶ浜町中央公民館 外ヶ浜警察署
中央消防署外ヶ浜分署 青森農協蟹田支店 外ヶ浜町商工会 （株）木戸食品

畑田酒店 ブルーウェーブ トップマスト 蟹田郵便局
ウェル蟹 青森銀行蟹田支店 マエダストア蟹田店 ぽっぽ湯

外ヶ浜社協蟹田支所

平舘地区
はまなす保育所 外ヶ浜町役場平舘支所 おだいばオートビレッジ 陸奥舟岡郵便局
陸奥平舘郵便局 外ヶ浜漁協本所 かもめ苑 ちゃぽらっと
外ヶ浜社協平舘支所 特養あんじんの郷

三厩地区
宇鉄保育所（三笠苑） 特養あじさい 外ヶ浜町役場三厩支所 かぶと
サークルＫ三厩店 外ヶ浜社協三厩支所

 設置場所名は順不同となっております

募金箱設置に協力して下さった皆様
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平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘平舘通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所
-介護保険事業から-

　平舘デイサービスでは、１月からまさに「おもて
なし」のオンパレード！その中身はどんなものだっ
たか、どーぞご覧ください！

一大イベント新年会１月14日開催しました！

手
品
も
あ
る
よ
！

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
！

新年会は、のど自慢大会をはじめ、職員飛び入りのマジック。
さまざまな景品もあり、職員の踊りで幕を閉じました。

保育所交流会
お別れ会

レクリエーションの
あれやこれ

１年間ありがとうございました！

３月13日開催

ランドセル似合って
るね！素敵です！　

赤・青鬼が節分に
やってきました。

あみだくじでは頭と
体を使ってリハビリ
効果も！　　　　　

もちろん桃の節句も
やってます！　　　

☆プレゼント贈呈☆
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蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田蟹田通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所通所介護事業所
-介護保険事業から-

　蟹田デイサービスでは、利用される皆さんに1日
をいかに楽しんでいただけるかを、バカがつくくら
い真剣に面白おかしく考えています。

節分には大きな鬼もスマートな鬼も豆の的に！毎月のお誕生会も絶賛開催中！レ
クリエーション大会では、参加者の前で表彰も行われました！皆さん素敵な笑顔
ですね！ぜひ一度いらしてみて下さい！

新年会は、職員が一緒になって楽しく行いました！職員が楽しくないと、参加している皆さんも楽しめないは
ず！と考えてこの日 1日はとにかく皆さんのために全身全霊をかけて楽しみました！！！

素敵な笑顔が満載！
　　今年の新年会！
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　あんじんの郷では、新年を入所されている皆さん
と一緒に祝います。職員もこの日に合わせてさまざ
まな準備と練習を行いました！

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷あんじんの郷
-介護保険事業から-

地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事地域福祉事業の出来事
平成26年度外ヶ浜町老人クラブ連合会による研修会が行われました。
　外ヶ浜町老人クラブ連合会の研修会が２月27日（金）に開催されました。研修会では、外ヶ浜警察署の協力
のもと、「名前を貸してちょうだい」という寸劇を通して、今起こっている詐欺被害の内容を勉強させていた
だきました。参加者の皆さんからは、「今後ひとりでは悩むことなく、必ず誰かに相談することが大切だとわ
かった。」と感想も聞かれていました。今後も地域に根差した老人クラブ連合会として活動をよろしくお願い
します。

多少の間違い何のその！
皆さんの為に、オールス
ターが大終結！！！
思わず手も動き出す！！

躍動感ある踊り！ 皆さん法被です！
笑いの絶えない楽しい
１日となりました（＾＾）

外ヶ浜一座の皆さんありがとうございました 140名を超える参加者の皆さんがあつまりました
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社会福祉法人　外ヶ浜町社会福祉協議会
　　　〒０３０－１３０８　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４３－２（外ヶ浜町総合福祉センター　などわーる）
　　　電　話　０１７４－２２－２２５０　　 ＦＡＸ　０１７４－２２－３９２７
　　　ホームページ　http://www.s-syakyo.jp/
　　蟹田支所（などわーる）
　　　〒０３０－１３０８　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４３－２
　　　電　話　０１７４－２２－２２５０（事務局）　　０１７４－２２－３６１０（蟹田居宅介護支援）
　　　　　　　０１７４－３１－１０８２（蟹田通所）　０１７４－２２－２６１７（訪問介護）
　　　ＦＡＸ　０１７４－２２－３９２７
　　平舘支所（やすらぎの郷）
　　　〒０３０－１４１２　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２０８－１
　　　電　話　０１７４－２５－２７８０（訪問介護）　０１７４－２５－２７８５（通所介護）
　　　ＦＡＸ　０１７４－２５－２７８２
　　　電　話　０１７４－２５－２８１０　　ＦＡＸ　０１７４－２５－２８１２（平舘居宅介護支援）

　　三厩支所（三厩公民館）
　　　〒０３０－１７３１　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩本町１３９
　　　電話・ＦＡＸ　０１７４－３７－３３６０

　　特別養護老人ホーム　あんじんの郷
　　　〒０３０－１４１２　　青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２２２－３
　　　電　話　０１７４－３１－２１２１　　 ＦＡＸ　０１７４－３１－２１２２

「社協だより」には、共同募金の配分金が使われています。

社協からのお知らせ

寄　付　・　寄　贈
大切に使わせていただきます
▽寄付　小嶋　圭子様・石岡　稲様・津嶋　きゑ様
　　　　　　　　　　　　　　ありがとうございます

読み終えた雑誌や書籍ございませんか？
　皆様のご家庭に眠っている、書籍や雑誌等はございませんか？捨ててしまう前に当会へお電
話下さい。ご自宅までお伺いいたします。皆様のご協力をお願いします。
【お問合わせ先】
外ヶ浜町社会福祉協議会　平舘通所介護事業所
電話0174－25－2785　　月～土曜日　　午前８時30分～午後５時30分

生活福祉資金貸付事業について

　青森県社会福祉協議会からの受託により、低所得者世帯・高齢者世帯・障害者世帯などの経
済的自立と生活意欲の助長を図るために、外ヶ浜町社会福祉協議会では貸付の相談業務、申請
業務、償還の指導を行っています。お気軽にご相談下さい。
【お問い合わせ先】
外ヶ浜町社会福祉協議会・電話0174－22－2250・月～金曜日・午前８時15分～午後５時15分
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