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ふるさと寄付金に寄付（3,000円以上）を
していただいた方へ進呈中です！



　昨年度は、テイクアウト方式で実施したクリ
スマス会。今年度は、新型コロナウイルスの感
染状況が落ち着いた時期であったことから、
実際に集まって『ケーキ作り』を実施しました。
交流会は行わず、短時間での開催となりまし
たが、久しぶりに顔を合わせる機会となり大い
に盛り上がりました。
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高齢者ニュースポーツ講習会
　例年、8月に平川市老人クラブ連合会と共催で『軽ス
ポーツ大会』を開催していましたが、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から中止となりました。代案と
して、室内で実施できるニュースポーツ講習会（全3回）
を企画しました。残念ながら、1回のみの実施となって
しまいましたが、1月に平川市スポーツ協会様の協力の
もと『ボッチャ』の体験をしました。

　コロナ禍では会食形式での開催が難
しいものの、買い物移動支援をメイン
に近隣のスーパーに買い物に出かけまし
た。普段の買い物で重い荷物を持って
帰ることが出来なかった方々も、気にせ
ず買い物を楽しんでいる様 子でした。
　また、8月には岩木山、鯵ヶ沢町に出
向き、野外での会食を楽しみました。

高齢者会食サービス事業平川市手をつなぐ親の会・平川市母子寡婦福祉会

合同クリスマス会

※イタリア語でボールを意味する『ボッチャ』は、東京
パラリンピック正式種目です。



　平川市社協では、市民の皆様の様々な会合で福祉について学ぶ機会を提供する事業として、福
祉情報出前講座を開催しています。『高齢者疑似体験』、『ボランティアとは？』、『体操で介護予防』
など様々なテーマで出前講座を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。また、ご希
望の方は1か月前までにご連絡をお願いします。講座のメニューについては、本会ホームページから
もご確認いただけます。
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福祉情報出前講座

上記についての問い合わせ先は、  地域福祉課  TEL.0172-44-5937 まで

　今年度より、社会福祉法人ほほえみ様でボ
ランティアの受入れにご協力をいただいていま
す。施設行事の手伝いなど様々な場面でボラ
ンティアの皆様が活躍しています。是非、空き
時間を活用して、ボランティア活動に参加して
みませんか？

介護支援ボランティア事業

トピック 5

　この度、公益財団法人ＪＫＡ様の「2021年度緊急的な
対応を必要とする（新型コロナウイルス感染症の拡大防
止策）補助事業」を活用して、碇ヶ関地域福祉センターの
空気清浄機付きエアコンを整備させていただきました。
エアコン整備により、利用者様が快適に過ごせる環境が
整いました。公益財団法人ＪＫＡ様をはじめ、ご協力を
いただきました関係者の皆様にお礼申し上げます。



　平川市には、平賀児童館と尾上児童館の2館があります。0 〜18歳まで利用でき、いろいろな年齢
の子どもたちが遊具で遊んだり、スポーツや創作などの様々な活動を行っています。

遊びにおいでよ！児童館へ

利用申込 児童館を利用する場合は、「児童館利用入館申請書」の提出が必要となります。
感染症対策のためにも、緊急連絡先の把握にご協力ください。
提出後は、開館時間内であれば、ご自由にご利用ください。

利 用 料 無料　※行事に参加する際、参加費が必要な場合があります。

開館時間 【　通　常　】月曜日 ／ 13：45 〜 17：45　火曜日 〜 土曜日 ／ 9：00 〜 17：45
【学校休業日】月曜日 〜 土曜日 ／ 9：00 〜 17：45

そ の 他 下校時に保護者が在宅していない場合、学校から直接ランドセルを背負ったまま
児童館に来館すること（ランドセル来館）もできます。
未就学児の利用は、保護者同伴となります。

休 館 日 通常時の月曜日午前中、日曜日、祝祭日
お盆（8月13日）、年末年始（12月29日〜1月3日）、他に館長が必要と認めたとき

尾上児童館（尾上地域福祉センター内）TEL.0172-57-5311平賀児童館（平川市健康センター内）TEL.080-6026-4910

※現在、新型コロナウイルス感染症対策の為、利用の仕方・利用時間等に変更が生じる場合があります。

平賀児童館移転の
お知らせ

令和4年10月1日～令和5年12月28日まで健康センター改修工事のため
工事期間中は平川市文化センター 2階『工作室』に一時移転します。

正月遊び（かるた） 節分制作（恵方巻）クリスマス制作



皆様のあたたかいご協力
ありがとうございました
　10月1日からはじまりました赤い羽根共同募金運動は、
市民の皆様をはじめ、関係機関、企業、学校等のご協力
により、多くの募金が寄せられました。皆様から寄せられ
た募金は、青森県共同募金会を通して、青森県内、平川
市内の社会福祉事業に有効に活用させていただきます。
　平川市在住のGOMAさんデザイ
ンのピンバッジ募金では、多くの
方にご協力いただき、誠にありが
とうございました。

　高校や大学等に就学する方やすでに在学している方を対象として、必要な経費を貸付けする制度
が数種類ございます。この度ご紹介する生活福祉資金教育支援資金は、日本学生支援機構や日本
政策金融公庫、母子父子寡婦福祉資金、銀行の教育ローン等、これらの貸付制度を利用できない
場合に利用できる制度です。

教育支援資金・就学支度費貸付制度のご案内

（令和 4 年 1 月 31日現在）

5,375,155円

5,000円

118,180円

74,119円

328,177円

募金内訳

戸別募金
8,231世帯

法人募金
1件

新型コロナウイルス感染症の
影響により中止となりました。街頭募金

5,900,631円総合計

学校募金
25校

職域募金
37カ所

その他
募金箱・ピンバッジ等

教育支援資金

高 等 学 校 月35,000円以内

高等専門学校 月60,000円以内

短 期 大 学 月60,000円以内

大 学 月65,000円以内

8年以内

10年以内

10年以内

15年以内

貸付限度額学校種別 償還期間

就学支度費

一括貸付500,000円以内

貸付限度額 交付方法

詳細については、地域福祉課までお問い
合わせください。尚、ホームページにも
掲載しておりますので、ご参照ください。

多機能事業所カリフラワー
・就労移行支援
・就労継続支援Ａ型
・就労継続支援Ｂ型

・児童発達支援センター
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

子ども発達サポート nicoおらんど AIIRound
・生活介護おらんど
・地域活動支援センターⅠ型
・共同生活援助UniメゾンⅠ・Ⅱ
・相談支援（成人・児童）

「 苦楽を共にして生きていく」

〒036-0162 青森県平川市館山前田 80 番地 1　TEL 0172-44-0033　FAX 0172-44-0034　E-mail：syafuku-hohoemi@hohoemi-aomori.com
ホームページ：https://hohoemi-aomori.com

あ
り
が
と
う



企業団体会費 （五十音順・敬称略）

ラム・システム（株）

平川市身体障害者福祉会

平川市手をつなぐ親の会

平川市母子寡婦福祉会

平川市
子ども会育成協議会

平川市
ボランティア連絡協議会

平川市民生委員
児童委員協議会

（株）弘前中央魚類

（株）マルキ

三上幸人司法書士事務所

ミニマム

山口電気管理事務所

ヘッチョ仕出し店

平川市遺族会

平成ビル管理（有）

（有）吹田自動車整備工場

（有）ボールハールト

（株）光明葬祭

（株）青森電子計算センター

新しや商店

碇ヶ関開発（株）

青森綜合警備保障（株）
弘前支社

公益社団法人平川市
シルバー人材センター

碇ヶ関葬祭

碇ヶ関地区婦人会

（有）イカリ食品工業

（有）オダギリ商会

尾上赤十字奉仕団

カサイ食品センター

青森県火災共済協同組合

葛西食品店

ｈ＆ｆプラス

一般財団法人
青森県予防医学協会

（有）一戸施設工業

えがおの会

（有）関建設

三幸（株）

（有）三照堂

社会福祉法人高城同志会
高城こども園

猿賀神社

社会福祉法人七峰会
旭光園

社会福祉法人白岩会
こども園あらや

社会福祉法人心友会
からたけこども園

社会福祉法人緑風会

障害者支援施設青葉寮

正善商事（株）

（有）白戸建設

社会福祉法人三笠苑

（有）サイセイ

社会福祉法人ほほえみ

社会福祉法人柏友会
おのえ荘

社会福祉法人睦会
平賀保育園

精神障害者家族会
とんぼの会 平川おもちゃ病院

（有）田本商店

長栄堂

（株）津軽あっぷるパワー

（有）大裕　ココア

平川市老人クラブ連合会

（株）津軽新報社

つがる弘前農業協同組合
碇ヶ関支店

中田新聞販売店

（株）平賀設備工業

（同）平賀オートサービス

平賀金融団

平賀赤十字奉仕団

（株）ビジネスサービス
弘前支店

（株）第一事務機

（有）東日本環境保全工業

（株）日本マイクロニクス
青森工場

ひまわりの会

会費内訳 （令和 4 年 2 月15日現在）

一般会費
8,313世帯

7,988,830円

63,027円賛助会費
21世帯

300,000円企業団体会費
71企業団体

8,351,857円総合計

平川市社会福祉協議会会費実績
令和3年度

（1口 3,000円）

（1口 3,000円）

　本会の会費納入にあたり、住民の皆様から多大なるご
協力を賜り誠にありがとうございました。今年度は、厳し
い経済状況の中でのご協力に深く感謝申し上げます。
　皆様からの会費は、社会福祉協議会が進める地域福祉
活動の事業運営の財源として、大切に活用させていただ
いております。



福祉に関わる皆様へ
暮らしのなかにある

さまざまな「もしも」を

しっかりサポート

いたします!

いつものように
いつまでも

NEW!
地震危険補償特約

火災共済 自動車共済 医療総合保障共済
弘前事務所  0172-32-7436

6

善　　意

団体・個人寄付金 （受付順・敬称略）

107,190円

青森県立尾上総合高校

平川市ゴルフ協会　会長  原田  立男

平川市農業委員会　会長  今井  龍美

蓮乗院　村田  祖澄

蓮乗院　村田  祖澄

愛唱会ミロ　中里  ミヤ

愛唱会ミロ　中里  ミヤ

ももの会

17,050円

20,040円

匿名 3,000円

8,620円

匿名 3,000円

物品寄贈 （受付順・敬称略）

匿名

匿名

匿名

匿名

匿名

匿名

匿名

匿名

匿名

匿名

平川市立尾上中学校ＰＴＡ

匿名

匿名

匿名

匿名

　衣類等  5着、傘  5本、冬靴  5足

2袋紙パンツ

32枚リハビリパンツ等

1箱カップラーメン

衣類等

8kgプルタブ

5.6kgプルタブ

2.5kgプルタブ

20kgプルタブ

6.5kgプルタブ

33枚ポータブルトイレ処理袋
23袋紙おむつ等

2kgプルタブ

21.4kgプルタブ

40kg白米

43個お手玉
30枚雑巾

60kg白米

86kg白米

360kg玄米

90kg玄米

※物品の状態や用途によってはお断りする場合がございます。

令和 3 年 7月から令和 4 年1 月末までに善意を
寄せられた方々

1台車イス
トヨタカローラ（株）
介護福祉用具相談室

株式
会社弘前中央魚類

弘 前 水 産 地 方 卸 売 市 場

〒036-8085 青森県弘前市大字末広1丁目6-8

売　場／☎0172（28）1511・FAX（28）1557　留守番電話（28）2666

事務所／☎0172（27）1120・FAX（27）1147

036-8051 青森県弘前市大字宮川3-16 -1  tel.0172-35-8868  fax.35-0990

Daiichi 「人と環境に優しい未来を創造する」
株式会社  第一事務機



社会福祉法人 七峰会
障 害 者 支 援 施 設

旭  光  園

●施 設 入 所  ●就労継続支援Ｂ型  ●福祉ホーム「さわら」
●生 活 支 援  ●短 期 入 所　  　　●相談支援事業所

〒036-0242 青森県平川市猿賀明堂255
TEL.0172-57-5155　FAX.0172-57-5156
〈ホームページ〉 www.kyokkouen.jp/

●ラベルシール印刷 ●ステッカー ●割箸 ●自動包装 ●箸袋
●ビニール類製袋加工 ●食品加工（精米・納豆）

作業内容

（同）平賀オートサービス
平川市本町平野47-1 http://hiraka-car.com/
TEL.0172-44-2802  FAX.0172-44-2041

社会福祉法人 平川市社会福祉協議会編集・発行：
平川市柏木町藤山16 -1（平川市健康センター内） 

［TEL］0172-44-5937  ［FAX］0172-44-4574
［E-mail］hirakawashi@hirasyakyo.org
［URL］https://www.hirasyakyo.org/

事 務 局：

10,000部作 成 部 数： 1部あたり約25円印 刷 経 費：
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この広報紙は、皆様の会費と赤い羽根共同募金助成金で作成されました。


