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皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
昨年中は本会の運営に、ご支援、ご協力を賜り心よ
り厚く御礼申し上げます。
さて、皆さん、ご承知の通り、近年社会の価値観の
変化により、人と人とのつながりが希薄になりつつあ
ります。国では、そのような背景を受け地域の課題を
「我が事」のように「丸ごと」考える地域共生社会づ
くりを推進しています。
こうしたことを念頭に、「すべての住民が健やかに
安心して暮らせるまちづくり」に今まで以上のご支援、
ご協力をお願い致しますとともに、皆様のご健勝とご
多幸を祈念して挨拶と致します。
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町民みんなでつくるまちづくり －第13回外ヶ浜町社会福祉大会を開催－
【表彰を受けられた方々】

10月19日、外ヶ浜町総合福祉センター「な
どわーる」において、「町民みんなでつくる
思いやりのある町づくり」の大会スローガン
のもと、山﨑結子外ヶ浜町長をはじめ、多数
のご来賓及び町内の福祉関係者約120名が参
集し、行われました。
大会は、法テラス青森・篠原佑介氏による
法テラスの業務についての講演、式典では金
婚夫婦、永年にわたる社会福祉功労者などへ
の表彰が行われ、参加者は今後のさらなる地
域福祉の推進のため、思いを新たにしました。

【三
大宮
川村
木村
栁谷
【平
北田
田澤
【蟹
蝦名
吉田

＜金婚夫婦表彰＞

厩】
勇・公 子
常道・久美子
政人・惠美子
晴夫・靖 子
舘】
全甫・津惠子
与右・春 子
田】
清・貴美子
博・フサヱ

岡本
中嶋
栁谷
吉田

盈男・冨 子
光正・由紀子
利逸・絹 子
光男・和 江

高坂
田中

勝義・輝 子
健司・志保子

福地

治・恭

子

＜社会福祉功労表彰＞
【社会福祉協議会理事】
工藤
修（三厩）
【民生委員児童委員】
福士 照代（三厩）
三浦ちゑ子（三厩）
秋田 幸代（三厩）
石澤千代美（三厩）
秋田かつ子（三厩）
中嶋 清一（平舘）
福井 光明（平舘）
石田千賀子（蟹田）
【老人クラブ役員】
秋谷 ユリ（蟹田）


（敬

称

略）

高齢者の特徴、車いす操作について学ぶ －三厩小学校福祉体験講座－
５・６年生を対象に高齢者
の体と心を理解することを目
的に行われました。
特殊な重りを着け、85歳の
高齢者を体験する高齢者疑似
体験では、滑りやすい手袋を
着け、ペットボトルのふたを

開けたり、階段の昇降や着替
えなど日常動作を体験。
車いす体験では、操作の際
の声がけや注意点、マットを
段差に見立て、乗り越える方
法、自分で操作して、障害物
を交わす動作を学びました。
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蟹田地区老人クラブ運動会

ひとり暮らし高齢者昼食会

本町、中師、石浜・塩越、小国・大山の４
地域がチームになり、６種目に熱戦を展開。
笑いあり、即興の歌や踊り？あり、会員は心
地よい汗をかいていました。

ボランティアの皆さんのご協力により、今
回は雑煮を作りました。40名が参加した昼食
会は、参加者同士が久しぶりの再会に話を弾
ませていました。

高齢者世帯等の除雪サービス事業
この事業は、下記に該当する高齢者や障害者世帯等に対して、冬期間における除雪による生
活の安全確保を目的として行われます。
＜除雪の対象世帯＞
町内に住んでいる下記のいずれかに該当する世帯です。
①75歳以上のひとり暮らし世帯、または75歳以上の夫婦、兄弟、姉妹、親子世帯
②75歳以上の方と中学生以下のみの世帯
③75歳以上と障害者手帳保持者（年齢問わず）のみの世帯
④世帯全員が障害者手帳保持者世帯（年齢問わず）の世帯
⑤障害者手帳保持者（年齢問わず）と中学生以下の世帯
⑥その他（病気等により除雪が困難な方）
上記に該当し、かつ
（１）町内に親族（高校生以上の子、孫、兄弟姉妹）が居住していない方
（２）町内に居住する親族が75歳以上または病気、障害者手帳保持者などにより、
除雪の支援を受けられない方（身体・療育・精神障害者手帳のいずれかの保持者）
＜除雪の対象となる建物＞
対象となる建物は現に住んでいる家屋が対象です。
＜除雪の作業箇所＞
○玄関先から公道までの区間（除雪幅は１メートルです）
○ガスボンベ、灯油タンク、ストーブの通気口のまわりとそこまでの通路
○台所、居間、寝室等の窓ガラス破損が予測される箇所
＜除雪作業対象外となる箇所及び除雪行為＞
○空き家、住んでいる家屋、物置及び車庫の屋根、危険と判断される除雪行為
＜除雪作業日・利用料＞
○月曜日～金曜日、利用料は無料
＜相談受付窓口＞
電話で受付します。お気軽に下記までご相談ください。
蟹田・平舘地区の方－外ヶ浜町社会福祉協議会☎22－2250
受付時間：月曜日～金曜日・午前８時15分～午後５時15分
三厩地区の方－外ヶ浜町社会福祉協議会三厩支所☎37－3360
受付時間：月曜日～金曜日・午前８時～午後５時
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デイサービス 通所介護
蟹

田

多彩なイベント開催！ミニコンサート、お誕生会、
クリスマス会

大正琴サークル「トレモロ」の皆さん

かかしロード「ピコ太郎」前で記念撮影

平

舘

風のまちこども園とのクリスマス会

秋から冬にかけてイベントは「笑顔」にあふれています

JA青森北地域女性部の皆さんが歌や踊りを披
露。レク大会では、借り物競争での仮装に大爆
笑！和菓子体験では、秋田県から来られた職人の
技に感動しました。

┃介護保険事業から┃
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┃介護保険事業から┃
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特別養護老人ホーム
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あんじんの郷
クリスマス会
年末恒例のイベント。
各ユニットで職員が踊りを披
露。施設長サンタから皆様にク
リスマスプレゼントが渡されま
した。それぞれ帽子やトナカイ
の角を着けたりとみんなで盛り
上がりました。

スイーツバイキング
初の試みであるスイーツバイ
キング。
ケーキやゼリー、一口饅頭な
ど色とりどりに10種類並びま
した。どれにしようか迷いなが
ら、コーヒーやお茶をお供に楽
しいひと時を過ごしていました。

栄峰会による舞踊
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～生活困窮自立支援窓口のご案内～

外ヶ浜町社会福祉協議会／蟹田支所（町総合福祉センターなどわーる）

〒０３０－１３０８

青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４３－２

（事 務 局） 電

話

０１７４－２２－２２５０

ＦＡＸ

０１７４－２２－３９２７

（通所介護） 電

話

０１７４－３１－１０８２

ＦＡＸ

０１７４－２２－３９２７

ホームページ

http://www.s-syakyo.jp/

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

（居宅介護支援） 電

話

０１７４－２５－２８１０

ＦＡＸ

０１７４－２５－２８１５

（訪問介護）

電

話

０１７４－２５－２７８０

ＦＡＸ

０１７４－２５－２７８２

（通所介護）

電

話

０１７４－２５－２７８５

ＦＡＸ

０１７４－２５－２７８２

三厩支所（外ヶ浜町役場三厩支所内）
〒０３０－１７３３
電

話・ＦＡＸ

青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩新町１８－１

０１７４－３７－３３６０

特別養護老人ホーム
〒０３０－１４１２

あんじんの郷

電

話

青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田鳴川２２２－３

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。

