
平成29年9月
発行

はちのへ

社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会広報紙

町内回覧お願いします

社協
第112号

本誌はホームページでもご覧になれます

　八戸市社会福祉協議会では、未来の福祉の担い手を育成するため、夏休みにさまざまな福祉体験
講座を開催しました。
　7月26日に開催した「夏休み　ふくし魅力発見ツアー」には、小学生31人が参加し、修光園サテ
ライトの入居者と交流しました。7月25日～26日に開催した「点字体験講座」には、小学生と保護者
21人が参加し、アイマスク体験や点字の基礎を学びました。8月3日～5日に開催した「高校生の福
祉施設体験講習会」には、15人の高校生が参加し、市内の福祉施設で福祉の仕事を体験しました。

施設の車椅子を掃除する小学生

親子でアイマスク体験

松館療護園でリハビリ訓練を見学 白銀保育所で読み聞かせにチャレンジ

熱心に点字を学ぶ小学生

施設の入居者と風船バレーで交流

夏休み　ふくし魅力発見ツアー

点字体験講座

高校生の福祉施設体験講習会



平成２8年度決算報告

平成２8年度事業報告

■地域福祉活動の推進
①地区社会福祉協議会育成事業 
②八戸市ほのぼのコミュニティ２１推進事業 
③八戸市高齢者生きがいと健康づくり推進事業
④八戸市シニアはつらつポイント事業
⑤子育てサロン支援事業 
⑥キッズフェスティバル 
⑦愛の輪レクリエーション事業 
⑧八戸市福祉バス受付事務 

■自立生活の支援
①日常生活自立支援事業 （あっぷるハート八戸）
②福祉安心電話サービス事業 
③八戸市ファミリーサポートセンター運営事業
④八戸市障がい者就労サポーター養成事業
⑤八戸市障がい者就労支援団体ネットワーク事業
⑥障がい者福祉合同研修会等の開催事業
⑦青森県県外被災者支援事業 
⑧ふれあい相談所運営事業 
⑨生活福祉資金貸付相談事業 
⑩たすけあい資金貸付事業 
⑪八戸市生活困窮者自立相談支援事業
　（八戸市生活自立相談支援センターの運営）
⑫フードバンク
⑬八戸市成年後見センター事業

■ボランティア活動の推進
①ボランティアセンター運営事業 
②ボランティア推進校事業

■社会福祉活動の啓発、基盤づくり
①会員、会費制度の普及
②八戸市社会福祉大会の開催
③広報誌の発行
④ホームページ、フェイスブックの運用

■指定管理施設の運営
①八戸市総合福祉会館
②八戸市児童館（15館）
③八戸市市民活動サポートセンター
④八戸市立南郷デイサービスセンター及び
　八戸市立老人福祉センター南郷

■介護保険事業
①居宅介護支援事業
②訪問介護事業
③訪問入浴介護事業
④通所介護事業

■八戸福祉人材バンク運営事業 
■福祉サービス第三者評価事業
■市民後見人の後見監督業務
■歳末たすけあい募金配分事業

多様な生活課題に対応するため、各種事業に取り組みました。

資金収支計算書の要旨
科目 金額

収入 会費収入 10,369
寄附金収入 1,022
補助金収入 31,792
共同募金配分金事業費収入 12,429
助成金収入 386
受託金収入 300,777
貸付事業収入 10,803
事業収入 2,524
介護保険事業等収入 70,644
受取利息配当金収入 304
その他収入 1,161

事業活動収入計（1） 442,211
支出 人件費支出 281,240

事業費支出 124,196
事務費支出 8,730
貸付事業支出 11,032
共同募金配分金事業費 9,619
流動資産評価損 755

事業活動支出計（2） 435,572
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） 6,639
施設整備等補助金収入計（4） 2,000
施設整備等支出計（5） 2,173
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） -173
その他の活動による収入計（7） 2,000
その他の活動による支出等計（8） 1,955
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） 45
予備費支出（10） 0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） 6,511
前期末支払資金残高（12） 60,703
当期末支払資金残高（11）+（12） 67,214
※事業報告、決算報告は、ホームページに掲載してい
ます。また、事務局でも閲覧できます。

貸借対照表の要旨
科目 金額

資産の部
流動資産 98,212
固定資産 380,532
　（基本財産） 4,000
　（その他固定資産） 376,532
資産の部合計 478,744

負債の部
流動負債 30,999
固定負債 31,289
負債の部合計 62,288

純資産の部
基本金 4,000
国庫補助金等特別積立金 2,127
その他積立金 323,164
次期繰越活動増減差額 87,165
純資産の部合計 416,456
負債及び純資産の部合計 478,744

（単位：千円）（単位：千円）

災害ボランティアセンター受付訓練の様子
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　八戸市社会福祉協議会では、役員の任期満了に伴い、去る6月21日の評議員会において役員が選任され、同日の理

事会において、会長、副会長、常務理事が選定されたので報告いたします。任期は、平成29年6月21日から平成30年度

会計決算に関する定時評議員会の終結時までです。

八戸市社会福祉協議会　役員改選のご報告

　八戸市総合福祉会館「はちふくプラザ　ねじょう」は、市
民の福祉の増進を図るため、福祉活動及び社会参加の場とし
て設置された施設です。貸会議室、貸ホール並びに料理実習
室を備えていますので、どうぞご利用ください。

八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館八戸市総合福祉会館ををご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!ご利用ください!八戸市総合福祉会館をご利用ください!

●利用時間　 午前 9 時～午後 9 時
●休 館 日　 12 月 29 日～ 1 月 3 日
●所 在 地　 八戸市根城 8 丁目 8-155
●駐 車 場　 150 台
●問 合 せ　 TEL：0178－47－1651
　　　　　　 FAX：0178－47－1881

※空き状況等の確認、受付時間 ：午前 8 時 30 分～午後 5 時
（土・日・祝日・休館日を除く）

　八戸市社会福祉協議会では、福祉の仕事をし
たい人と、人手を必要とする福祉施設等との橋渡
しをする「福祉人材バンク」（無料職業紹介所）
を開設しています。求職登録は、下記までお問合
せください。求人情報は、インターネットで検索
できます。
※「福祉のお仕事」で検索してください。

●問合せ　「八戸福祉人材バンク」
　　　　　　八戸市総合福祉会館1階　　
　　　　　　℡0178－47－2940

　１０月１日より、全国一斉に赤い羽根共同募金
運動が始まります。
　皆様から頂いた募金は、青森県共同募金会を
通じて社会福祉施設や社会福祉協議会へ配分さ
れ、さまざまな福祉活動のために活用されます。
本年度も皆様の温かいご協力よろしくお願いし
ます。

～やりたいことを探せる場所～
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市民活動サポートセンター
「ふれあいセンターわいぐ」

　 「ふれあいセンターわいぐ」では、市内で活躍する市民活
動団体などへの支援活動や情報提供を行っています。「ＮＰＯ
を知りたい」、「市民活動団体を立ち上げたい」という方へ各
種相談を行っているほか、市民活動に関する講座や登録団体
の交流会などを開催しています。興味のある方は、お気軽に
お立ち寄りください。

場　所：八戸市総合福祉会館３階
ＴＥＬ：７３－３３１１　ＦＡＸ：７３－３３１２　
Ｅ-ｍａｉｌ：supo-cen@htv-net.ne.jp
ホームページ：http://www.htv-net.ne.jp/̃supo-cen/

会　　長　田口　豊實（再任）
副　会　長　高渕　壽男（再任）
副　会　長　菊池　　武（再任）
副　会　長　阿部　弘子（新任）
常務理事　池本　伸也（再任）
理　　事　松﨑　　徹（再任）

理　　事　今川　　一（再任）
理　　事　西條千恵子（再任）
理　　事　黒澤　　徹（再任）
理　　事　東山　国男（再任）
理　　事　中村萬之助（再任）
理　　事　日向　　一（再任）

理　　事　澤口　公孝（再任）
理　　事　荒川　繁信（再任）
監　　事　近田　雄一（再任）
監　　事　塚原　隆市（再任）
監　　事　蒔田　増美（新任）
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インフォメーション

　夏休みに、友達同士や親子で点字に
チャレンジしてみませんか？
●期　日：7 月 25 日（火）～ 26 日（水）
●時　間：10 時～ 12 時
●場　所：総合福祉会館
●対　象：小学 4 年生から一般の方（親子での参加も可）
●内　容：アイマスク体験、点字の基礎について
　　　　　簡単な点訳体験
●お申し込み・お問合わせ：
　八戸市社会福祉協議会　電話 47－2940

八戸市社会福祉協議会を応援します

社会福祉法人 八 陽 会
特別養護老人ホーム　修光園

特別養護老人ホーム　修光園サテライト

〒031-0012　青森県八戸市大字十日市字黒坂 35
　　　　　　　TEL　0178-96-4895   FAX　0178-96-3957   

〒031-0011　青森県八戸市大字田向字松ヶ崎 8-1
　　　　　　　TEL　0178-20-8415   FAX　0178-96-3655   

みんなで作ろう！～笑顔と希望であふれる街～

ボランティア・市民活動フェスティバル2017

第66回八戸市社会福祉大会

　八戸市内のボランティア・市民活動団体が市庁前広場に集まり、模擬店や活動紹介などを行います。ステ
ージでは保育園や各団体による踊り・演奏などの発表が行われ、今年はゲストとして大道芸人のポールさん
がブラックジョークたっぷりにコメディジャグリングを披露してくださいます。
ぜひ皆様お誘い合わせの上、お越しください。
■　日　時：平成29年10月１日(日)　9：30～16：00　　■　場  所：八戸市庁前広場

●期　日：平成29年10月17日（火）
●場　所：八戸市公会堂文化ホール
　　　　　式　典：13：30～14：00
　　　　　講　演：14：15～15：45（無料）
　　　　　～老老介護4000日の記録～「八重子のハミング」　
　　　　　元萩市教育長　陽　　信孝　氏

※お車でお越しの方は近隣駐車場をご利用ください。路上駐車はご遠慮ください。

　長年にわたり、社会福祉の発展に功労のあった方々の表彰式典と記念講演を
行います。申し込み不要でどなたでもご参加いただけます。

　八戸市社会福祉協議に、ご寄付をいただきました。
・連合三八地域協議会　様
（なお、この寄付は6月1日から7月31日までの分です。）

　児童館で、子どもと明るく元気にかかわってくださる
方を募集しています。
職種：児童厚生員2名
資格：保育士、教員免許、社会福祉士のいずれか
勤務場所：是川児童館、南浜児童館
※雇用条件など詳細につきましては、八戸市社会福祉協議会
　またはハローワークへ

ありがとうございました！

児 童 館 の 職 員 を 募 集 中 ！ ＧｏＧ ！！ｏ じどうかん　

日時：平成29年11月５日（日）　
　　　10：00～16：00
場所：八戸ショッピングセンターラピア1階
　　　フェスタプラザ
参加費：無料
　　○児童館の活動ＰＲ展示　○親子で楽しめる工作
　　○クイズラリー　　　　　○カプラ体験
　　○わくわく実験ショー等

　八戸市内の児童館の活動やいろいろな遊びを紹介し
ます。児童館の楽しさをぜひ体験してみてください。

2016映画化
4度のがん手術から生還
した夫がアルツハイマーの
妻に送る31文字の
ラブレター


