
平成30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
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本誌はホームページでもご覧になれます

～ 福祉機器・介護用品展＆介護講座を開催します！ ～
　障がいのある方や要介護者が住み慣れた家庭で快適な生活が送れるように、介護技術や介護
用品の上手な使い方を学ぶことを目的に福祉機器・介護用品展＆介護講座を開催します。

日時：平成30年10月23日（火）10時～15時
場所：八戸市総合福祉会館　２階多目的ホール
内容：最新の福祉機器・介護用品の展示、福祉機器の選び方・使い方相談
         介護講座　11：00・13：00（事前に申込みを受け付けます。）
申込み・問合せ　八戸市社会福祉協議会　TEL 47－2940　FAX 47－1881



　平成30年7月4日（水）八戸市総合福祉会館にて、第16回

キッズフェスティバルが開催され、就学前の乳幼児と保護

者約380名が来場し、多彩な遊びを楽しみました。

　当日は、八戸市子育てサロンネットワーク推進委員会の

ボランティアスタッフ53名が大型遊具のチビッコミニ遊

園地や、手作り体験ブース、ゲームコーナー等の遊びを提

供しました。育児相談コーナーでは保護者の話を聞き、ア

ドバイスを行いました。

　当協議会も共催としてイベント開催を支援し、また「こ

どもはっち」協力による歌と体操のステ―ジが、イベント

を盛り上げてくれました。

　8月7日（火）、8日（水）の2日間、八戸市総合福

祉会館において点字体験講座を開催し、延べ53人

の小学生とその保護者などが参加しました。

　「点訳サークルほたる」の方々を講師にお迎え

し、アイマスク体験や点字の基礎について学んだ

後、実際に点字を使って名刺や自動販売機の点字

シールなどを作成しました。

福祉職を希望する方／福祉の資格を取得したい方
お気軽にお越しください。

日時　平成３０年９月１５日（土）
　　　　１３：００～１５：３０
会場　八戸市総合福祉会館
　　　　２階多目的ホール
　　　　　（八戸市根城８－８－１５５）

１３：００～事業所によるプレゼンテーション
１４：００～面接・相談会

問合せ　八戸市社会福祉協議会
　　　　八戸福祉人材バンク
　　　　TEL　０１７８－４７－２９４０　　
　　　　FAX　０１７８－４７－１８８１

～やりたいことを探せる場所～ 福祉の仕事を目指す皆さんを応援します

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/

福祉の仕事相談フェア
～面接会と説明会～

点字体験講座

平成２9年度決算報告

科目 金額
収入　　会費収入 10,373
　　　　寄附金収入 769
　　　　補助金収入 31,807
　　　　共同募金配分金事業費収入 16,727
　　　　助成金収入 535
　　　　受託金収入 291,572
　　　　貸付事業収入 7,104
　　　　事業収入 1,930
　　　　介護保険事業等収入 69,874
　　　　受取利息配当金収入 301
　　　　その他収入 2,246
事業活動収入計 (1) 433,238
支出　　人件費支出 278,144
　　　　事業費支出 127,504
　　　　事務費支出 7,666
　　　　貸付事業支出 6,175
　　　　共同募金配分金事業費 11,453
　　　　流動資産評価損 728
事業活動支出計 (2) 431,670
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,568
施設整備等補助金収入計 (4) 1,110
施設整備等支出計 (5) 3,544
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -2,434
その他の活動による収入計 (7) 1,201
その他の活動による支出等計 (8) 824
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 377
予備費支出 (10) 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -489
前期末支払資金残高 (12) 67,213
当期末支払資金残高 (11)+(12) 66,724

科目 金額
資産の部

流動資産 100,790
固定資産 379,393
　（基本財産） 4,000
　（その他固定資産） 375,393
資産の部合計 480,183

負債の部
流動負債 34,065
固定負債 30,906
負債の部の合計 64,971

純資産の部
基本金 4,000
国庫補助金等特別積立金 2,454
その他積立金 323,170
次期繰越活動増減差額 85,588
純資産の部合計 415,212
負債及び純資産の部合計 480,183

貸借対照表（単位：千円） 資金収支計算書（単位：千円）

ボランティア・市民活動フェスティバル2017の様子 ※事業報告、決算報告は、ホームページに掲載しているほか、事務局で
も閲覧できます。また、決算書は、ＷＡＭＮＥＴ「社会福祉法人の財務
諸表等電子開示システム」にて公開しています。

平成２9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 
　⑨八戸圏域市民活動促進事業 
■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ふれあい相談所運営事業 
　⑧生活福祉資金貸付相談事業 
　⑨たすけあい資金貸付事業 
　⑩八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）
　⑪フードバンク
　⑫八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広報紙の発行
　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。
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番地石材店
墓石加工販売専門店
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〒031-0071　八戸市沼館一丁目20-5
TEL 0 1 7 8 - 4 3 - 9 9 1 1㈹

社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会
八戸市根城８－８－155　八戸市総合福祉会館１階
TEL：0178－47－2940　　 FAX：0178－47－1881

mail：office@hachinohe-shakyo.or.jp　　URL：http//www.hachinohe-shakyo.or.jp
発行：年４回（６月・９月・12月・３月）

編集 ・ 発行

〒039-1165　青森県八戸市石堂2-11-21
TEL 0178-38-9306　FAX 0178-38-9307
E-mail　m.satou@nippon-insurance.co.jp

インフォメーション

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   

　八戸市で活躍しているボランティア・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や演奏などの発表が行われ、今年は独特なキャラクターと話術で会場を盛り上
げる三雲いおりさんがゲストとして登場し、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30年９月30日(日)　９：30～16：00　　場  所：八戸市庁前広場
※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。
　期日：平成30年10月26日（金）　場所：八戸市公会堂文化ホール
　時間：式典 13：30～14：00
　　　　講演 14：15～15：45（無料）
     　　　　　　～元気で長生きできちゃう裏ワザ教えます～
　　　　　　　　　　「ガッテン流　ちょー簡単！介護予防術」　
　　　　　　　  元ＮＨＫ科学・環境番組部専任ディレクター、「ためしてガッテン」演出担当デスク　北折　一　氏

≪ 日　時 ≫
　①10月12日（金）13:30～15:00
　②10月31日（水）13:30～15:00
　③11月10日（土）13:30～15:00
≪ 場　所 ≫
　①②八戸市総合福祉会館3階大会議室
　③八戸市津波防災センター
≪ 対　象 ≫
　どなたでも参加できます。
≪ 申込・問い合わせ ≫
　八戸市成年後見センター
　℡ 24-1324

成年後見制度
についての説明会を開催します！

ボランティア・市民活動フェスティバル2018

第６７回八戸市社会福祉大会

ご寄付をありがとうございます

赤い羽根共同募金に
　　　　ご協力お願いします！

入門編

参加費
無料・連合三八地域協議会　様

（なお、この寄付は5月1日から7月31日までの分です。）

　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。

未来へ！　～つなごう、温かい、思いやりのココロ～




