
やまゆり館子育て支援センターの「みんなで遊ぼう会」で、キッズヒップホップを行いました。

ともに生き　みんなと住み続けたい　思いやりのまちづくり

平成26年6月18日発行

第38号かすみがうら社協だよりかすみがうら社協だより
社協（しゃきょう）は、社会福祉協議会の略称です。
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「社協だより」は、皆さまからの社協会費により、発行しています。記事に関するご意見ご感想をお寄せください　　



　平成２５年度のかすみがうら市社会福祉協議会の事業報告並びに収支決算をご
報告いたします。平成２５年度は、皆さまにご参加・ご意見をいただいた座談会か
ら始まり、「かすみがうら市地域福祉活動計画」の策定に向け、これまでの社協活

動の見直しを行いました。活動の基本となる「かすみがうら市地域福祉活動計画」に沿って、皆さまと共
に福祉のまちづくりに努めてまいります。
　また、皆さまからの社会福祉協議会会員会費の総額は 5,136,000 円となりました。皆さまのご協力に
より集まりました会費は、高齢者のための「生きがいづくり事業」や次世代を担う小中学生のための「福
祉体験ワークキャンプ」の実施、「おもちゃ図書館」の運営などに使わせていただいたほか、災害救援活
動のために積み立てを行っております。

◆会務の運営

◆自己財源の確保と社協活動の強化
　社協会員会費実績　　　　5,136,000円

◆社会福祉啓発活動及び広報活動
　１）各種福祉大会への参加
　　 ・ 第6３回茨城県社会福祉大会へ参加
　　　市内顕彰者　県知事顕彰　　　　１名
　　　　　　　　　県社協会長表彰　35名 ・ １団体
　 　・ 第６４回母子寡婦福祉大会へ参加
　 　・ 第５２回老人クラブ大会へ参加
　 　・ 第４２回全国老人クラブ大会へ参加
　　　老人クラブ育成功労者表彰　　　　１名
　２）広報紙の発行
　　 ・ かすみがうら社協だよりの発行　年４回

◆研究及び研修への参加

◆心配ごと相談所の開設
　１）年間２４回実施（相談件数１０件）
　２）相談員研修の実施

◆専門相談の実施（なんでもかんでも相談）
　１）年間１２回実施（相談件数２６件）

◆地域福祉活動
　１）地区社協事業の充実強化
　２）地域ケアシステム推進事業
　　 ・ 要援護家庭のサービス利用調整など
　　 ・ 保健医療福祉担当者連絡会の開催
　３）日常生活自立支援事業の受付
　４）地域介護ヘルパー養成研修事業
　５）ひきこもりサロンの開催、支援研修会への参加
　６）地域福祉活動計画の策定
　　 ・ 座談会、策定委員会、実務者研究会の開催

◆児童・青少年福祉
　１）インスタントシニア・車いす体験学習の指導
　２）福祉体験ワークキャンプの開催
　３）ボランティア協力校（小中学校）への援助協力
　４）かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業の実施
　５）子育て支援事業
　　 ・ 七夕まつり　・ クリスマス会　の開催

◆高齢者福祉
　１）『食』の自立支援事業の実施
　２）老人クラブ連合会への協力
　３）いばらきねんりん
　　 スポーツ大会への参加
　４）健康づくり事業への協力
　５）ブレインジム講座の開催

◆障がい者福祉
　１）障害者福祉会への協力
　２）手をつなぐ育成会への協力
　３）地域活動支援センター「作業所」の運営
　４）在宅障がい児者家庭交流事業の実施

◆ボランティア育成強化対策
　１）ボランティア連絡協議会への援助協力
　２）ボランティア講座の開催
　　 ・ マジック講座 ・ 朗読講座 ・ バルーンアート講座
　３）ボランティアセンターの運営
　　 ・ ボランティア相談　
　 　・ 福祉教材の貸出
　 　・ ボランティアセンターだより
　　　「かけはし」の発行（年２回）

◆母子寡婦及び父子家庭福祉
　１）母子寡婦福祉会への協力
　２）親子すこやか事業の実施
　３）新入学児童へお祝い品の贈呈

平成２5年度
事業報告
収支決算

75円
25
円

10
円

180円

115円

5円

45
円

ボランティアセンターに

広報啓発活動に

子育て支援イベントにおもちゃ図書館のために

地域の福祉活動のために

下稲吉地区社協の交流会の様子

※霞ヶ浦地区は
　地区社協組織がないため
　交流会のみを実施。ひきこもりサロン相談に

高齢者の生きがいづくりに

小学校区ごとにある地区社
協※活動に500円のうち
180円を活用しました。
地区社協活動は、地区のみ
んなで考え、独自の福祉活動
をしています。

皆さまからいただいた会費５００円はこのように活用させていただきました。

２ 社協だより
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◆援護対策
　１）生活福祉資金貸付の受付
　２）小口貸付資金の貸付
　３）歳末たすけあい援護金の配布
　４）被災世帯への見舞金の支給
　　 全焼　３件、一部焼失　１件、負傷者　１名

◆介護保険事業
　１）居宅介護支援事業所の運営

◆赤い羽根共同募金運動
　１）赤い羽根共同募金実績　　5,524,977円
　２）歳末たすけあい募金実績　4,056,793円

◆日本赤十字社かすみがうら市地区
　１）日本赤十字社啓発事業
　　 ・ 社費増強運動の実施　4,473,640円
　 　・ 救急法講習会の実施　２件
　２）災害救援物資の配布
　　　２件（毛布、タオルケット、救急セット等）

◆その他福祉事業
　１）福祉車両（車イス対応車両）の貸出
　２）車イス・ベッドの貸出
　３）善意銀行預託金品の受け入れ
　　  ・ 預託金　31件　1,018,047円
　　  ・ 預託品　261件（古切手 ・ 車イス等）
　５）移動おもちゃ図書館『ひよっこ』の実施
　６）映画鑑賞会の実施
　７）マタニティシートベルトの貸出（廃止）
　８）義援金の受付と送付
　　 【東日本大震災に関する義援金】
　　　・ 日本赤十字社　４件　　 31,124円
　　 【伊豆大島台風被害関する義援金】
　　　・ 日本赤十字社　1件　   16,064円

決算総額 ： 166,356,148円

項　目 項　目

①会費収入

②寄付金収入

③補助金収入

④受託金収入

⑤事業収入

決算額

5,136,000

1,018,047

49,190,727

56,385,531

1,945,878

収 入 合 計 166,356,148

⑥貸付事業等収入

⑦共同募金配分金収入

⑧介護保険収入

⑨自立支援等収入

⑩その他の収入

決算額

427,000

8,051,516

16,145,585

147,100

27,908,764

収入の部

支出の部

（単位：円）

項　目 項　目
①法人運営事業
②共同募金配分金事業
③ボランティアセンター事業
④地区社協育成事業
⑤福祉啓発推進事業
⑥県社協受託事業
⑦地域ケアシステム推進事業

決算額
59,885,566
8,406,416
783,260
2,246,341
2,586,847
743,226

12,265,000

支 出 合 計 166,356,148

⑧市受託事業
⑨地域活動支援センター事業
⑩居宅介護支援事業
⑪善意銀行事業
⑫小口貸付資金事業
⑬やまゆり館指定管理事業
⑭当期末支払資金残高

決算額
818,827

13,885,702
18,097,009
5,327,217
250,000

30,733,974
10,326,763

（単位：円）

平成２６年度　第１回　理事会　　平成２６年５月２８日
議題　①平成２５年度事業報告並びに一般会計収支決算
　　　②平成２５年度指定管理者事業地域福祉センター
　　　　やまゆり館事業報告並びに特別会計収支決算
　　　③平成２６年度一般会計補正予算
　　　④評議員の選任について
報告　①事務局体制について
　　　②職員就業規程の一部改正について
　　　③嘱託職員就業規則の制定について
　　　④旅費に関する規程の全部改正について
　　　⑤補助金審議会規程の制定について
　　　⑥福祉団体等補助金交付要綱の制定について
　　　⑦顕彰規程の全部改正について

平成２６年度　第１回　評議員会　平成２６年５月２８日
議題　①平成２５年度事業報告並びに一般会計収支決算
　　　②平成２５年度指定管理者事業地域福祉センター
　　　　やまゆり館事業報告並びに特別会計収支決算
　　　③平成２６年度一般会計補正予算
　　　④理事の選任について
　　　⑤監事の選任について
報告　①事務局体制について

第１回理事会の議案は、すべて認定・同意されました。
第１回評議員会の議案は、すべて承認・同意されました。

3社協だより



　みなさまからお寄せいただいた
善意のこころをご紹介します。
　お寄せいただいた善意は、ご寄
贈の趣旨に沿ってかすみがうら市
の地域福祉向上のために活用さ
せていただきます。
（寄付金は、所得税法上の寄付金控
除が受けられます。）
平成２６年４月１日～５月３１日　順

不同・敬称略

善 意 銀 行善 意 銀 行善 意 銀 行
●土浦北ライオンズクラブ
　　会長　今井 章治
●コミセンダンススポーツクラブ
　　会長　笹島 晃
●チャリティダンスパーティ　岩渕 喜久代
●戸大建設工業株式会社
　　代表取締役　戸澤 章

●ソーシャルワーカーズオフィス吉田
　他多くの皆さまにご協力いただいております。

100,000円

30,000円
30,000円

50,000円
古切手古切手

預託金預託金

マタニティーシートベルトをお譲りします

福祉体験ワークキャンプ参加者募集!!

本会の善意銀行へ、1,000円以上ご寄付いただいた
方にマタニティーシートベルトをお譲り致します。
（新品のもの ： 4,000円相当）
数に限りがありますので、お早めに
お申し出ください。

※社会福祉協議会では、マタニティーシートベルトの
　無料貸出を行っておりましたが、平成２５年１２月をもって終了しました。

ネットワークいきいきサロン活動補助金
交付希望者募集のお知らせ

地域のサロン活動を支援するための補助金を給付致しま
す。ぜひご利用ください。

対象団体：かすみがうら市内において、自主的に市民活動・
　　　　 サロン活動を継続的かつ計画的に行う団体。
※対象活動や補助金額など、詳しくはホームページをご覧いただくか
　お問い合わせください。

『盲導犬と視覚障がい者の理解』
  盲導犬によるデモンストレーションと
  アイマスク歩行体験
『模擬災害（暴風･大雨･地震）体験』

申込み受付
平成２６年７月１日（月）～15日（火）
平日9時～17時

行き先

参加費

東日本盲導犬協会・栃木県防災館

1,000円【昼食代、保険代込み】

小学生の部  平成２６年８月１日（金）先着２０名【対象：小学５・６年生】
中学生の部  平成２６年８月７日（木）先着２０名【対象：中学１・２年生】

よてい・いろいろよてい・いろいろ

障がいのある子もない子も一緒にあそぼう

おもちゃ図書館 ひよっこ
おもちゃ図書館は、障がいの有無の枠を
越えて、ともに遊び交流し育ちあう場とし
て開催しています。

ひきこもりサロン

フリースペース フラット
ひきこもりがち
な方とその家
族のための集
いの場です。毎週木曜日

9：30～11：30
やまゆり館
対象：未就学児

必ず保護者同伴でご利用ください。

あじさい館

フラットお立ち寄りください

26日（土）
23日（土）
27日（土）

時間　13：30～16：00
場所　あじさい館　講座室

子育ての悩み  発育の悩み、保育士さんに
聞いてみたいときは   子育て相談

やまゆり館

要予約！ 029-832-5601

10日（木）、24日（木）
  7日（木）、21日（木）
11日（木）、25日（木）

時間　  9：00～11：00
　　　14：00～16：00

７月
８月
９月

専門家の意見が聞いてみたい時は

なんでもかんでも相談
心理 ・ 精神
法律 ・ 医療
保育 ・ 障がい
の専門相談員
が応じます。 

やまゆり館女性の家 あじさい館

法律相談は要予約 ！ 029-898-2527
予約受付は平日8：30～17：15

19日（土）
16日（土）
20日（土）

時間　13：30～16：30

７月
８月
９月

７月
８月
９月

ちょっと悩みを聞いてほしい時は

心配ごと相談

予約不要　直接お越しください

  9日（水）
  6日（水）
10日（水）

23日（水）
27日（水）
24日（水）

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

７月
８月
９月

法律は要予約、先着３名まで※電話での相談は受けておりません

土浦北ライオンズクラブ
会長　今井 章治 様
土浦北ライオンズクラブ
会長　今井 章治 様

平成２６年度 
社協会員募集中
平成２６年度 
社協会員募集中

夏休みに
福祉を学ぼう

日帰り

普通会員

賛助会員

年額    500円

年額 3,000円以上

特別会員

法人会員

年額 1,000円以上

年額 5,000円以上

今年の
内容は

発行・編集：社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会　かすみがうら市社会福祉協議会広報委員会
住所 ： 〒300-0134　茨城県かすみがうら市深谷 3719－1 電話：029-898-2527【土日祝日・12/28～1/31を除く 8：30～17：15】
Ｆ Ａ Ｘ ： 029-898-3523　ＨＰ：http://www.kasumigauracity-shakyo.or.jp　E-mail： info@kasumigauracity-shakyo.or.jp
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