
令和元年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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第120号

本誌はホームページでもご覧になれます

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、今年はテ
レビやＣМでも活躍中の「イケメンマジシャンＪＵＮＹＡ」さんがゲストとして登場し、楽しいトー
ク＆マジック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：令和元年9月29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。

～ ボランティア・市民活動フェスティバル2019を開催します！～



科目 金額
収入　　会費収入 10,376
　　　　寄附金収入 580
　　　　補助金収入 31,664
　　　　共同募金配分金事業費収入 15,887
　　　　助成金収入 490
　　　　受託金収入 292,705
　　　　貸付事業収入 5,640
　　　　事業収入 1,897
　　　　介護保険事業等収入 75,484
　　　　受取利息配当金収入 301
　　　　その他収入 2,694
事業活動収入計 (1) 437,718
支出　　人件費支出 289,678
　　　　事業費支出 129,350
　　　　事務費支出 6,133
　　　　貸付事業支出 5,615
　　　　共同募金配分金事業費 11,272
　　　　流動資産評価損 932
事業活動支出計 (2) 442,980
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -5,262
施設整備等補助金収入計 (4) 0
施設整備等支出計 (5) 0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0
その他の活動による収入計 (7) 87,308
その他の活動による支出等計 (8) 121,164
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -33,856
予備費支出 (10) 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -39,118
前期末支払資金残高 (12) 66,724
当期末支払資金残高 (11)+(12) 27,606

科目 金額
資産の部

流動資産 62,676
固定資産 411,146
　（基本財産） 4,000
　（その他固定資産） 407,146
資産の部合計 473,822

負債の部
流動負債 35,070
固定負債 32,989
負債の部の合計 68,059

純資産の部
基本金 4,000
国庫補助金等特別積立金 1,737
その他積立金 354,943
次期繰越活動増減差額 45,083
純資産の部合計 405,763
負債及び純資産の部合計 473,822

平成30年度決算報告
貸借対照表（単位：千円） 資金収支計算書（単位：千円）

災害ボランティアセンター受付訓練の様子 ※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30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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「ふれあいセンターわいぐ」

　令和元年7月3日(水)八戸市総合福祉会館
にて、第17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61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。八戸市保健師による身長体重
測定も好評でした。
　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6日(火)、7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、小学生とその保護
者等延べ16名が参加しました。
　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。

　当協議会では、八戸市高齢者生きがいと健康づ
くり推進事業の一環として、シニア向けの教養講
座、歴史講座、ニュースポーツ講座、健康講座など
を開催しております。
　6月5日（水）に、ウォーキングクラブＭＴＣ21の
中田隆也氏を講師にお迎えし南郷島守地区での
ウォーキング講座を、6月18日（火）に、八戸レクリ
エーション協会様を講師にお迎えしてニュースポー
ツ講座を行
いました。両
講座とも楽し
みながら、ま
た参加者同
士交流を深
めながら体
を動かすこと
が できまし
た。

～やりたいことを探せる場所～

　「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。「Ｎ
ＰＯ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/

シニアいきいき講座

点字体験講座
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インフォメーション

番地石材店
墓石加工販売専門店

八戸市根城４丁目１８ ━ ９
電話　２２ - ５７３４

〒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

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　青森県八戸市田向 5 丁目 7-1
　　　　　　TEL 0178-20-8415   FAX 0178-96-3655   

〔令和元年5月1日～7月末までにご寄付いただいた
　皆様です。〕
　・八戸地区更生保護女性会 様
　・連合青森三八地域協議会 様　
　・川畑徳房 様

ご寄付をありがとうございます

　社会福祉協議会では、一時的に生活にお困りの方に、
食料品を差し上げています。ご寄付いただける食品があ
りましたら、ご協力をお願いいたします。
●ご寄付いただきたい食品
　お米、乾麺、インスタント食品、レトルト食品
　缶詰・瓶詰めなど
●ご注意いただきたい点
　・賞味期限が明記されているもの
　・常温で保存が可能なもの
　・包装の破損により中身が出ていないもの
●問合せ：
　八戸市社会福祉協議会　電話 47－2940

「フードバンク」に食料品の
 ご寄付をお願いします！

第６８回 八戸市社会福祉大会
　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：令和元年10月25日（金）
　　場所：八戸市公会堂文化ホール
　　式　　典 13：30～14：00
　　記念講演 14：15～15：45＜無料＞

「長期・高齢化するひきこもり　
　　　　　その実態と解決のヒントとは」 筑波大学社会精神保健学教授

斎　藤　　環　氏

手話通訳あり

赤い羽根共同募金に
ご協力お願いします！ご協力お願いします！ご協力お願いします！

福祉の仕事を目指す皆さんを応援します

福祉の仕事相談フェア
～面接会と説明会～

　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：令和元年10月12日（土）　　　　　　　
　　　　　13：00～　事業所によるプレゼンテーション
　　　　　14：00～15：30　面接・相談会
●会　場：八戸市総合福祉会館
●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

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。


