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▼法人運営事業経理区分内訳（支出）

平成25年度
事業計画・予算

積立預金
積立支出
固定資産支出
9.3％
0.4％

予備費
3.7％

その他支出
4.3％

繰入金支出
0.5％
助成金支出
2.4％

重点事業

事業費支出
10.2％

１ 小地域福祉活動

人件費支出
55.8％

事務費支出
13.4％

２ 自主財源確保事業
３ 介護保険事業
４ 指定管理施設の経営

支出合計 54,275,000円

▼法人運営事業経理区分内訳（収入）
会計単位間繰入金収入
1.0％

寄附金収入
0.9％

事業収入
0.8％

▼その他の経理区分内訳

助成金収入
0.2％

経 理 区 分
一円玉募金運動事業
地域福祉活動推進事業
ボランティアセンター事業
共同募金配分金事業
心配ごと相談所運営事業
福祉資金貸付事業
福祉サービス利用援助事業
かるがもセンター指定管理業務
デイサービス指定管理業務
老人居宅介護等事業
障害福祉サービス事業
ふれあいセンター指定管理業務
老人福祉センター指定管理業務
学童クラブ指定管理業務
自動販売機設置事業（特別会計）

その他の収入
2.1％
受託事業繰入収入
57.0％

繰入金収入
27.6％

会費収入
10.4％

支出合計 54,275,000円

ボランティアセンター運営委員会

○主な事業

◇高齢者福祉事業

ボランティア団体活動助成事業

◇顕彰事業

ふれあい会食会

一人暮らし高齢者激励事業

◇松伏町委託事業

心配ごと相談所開設事業

◇障害者福祉事業

関係団体への助成

高齢者軽度生活支援サービス

◇指定管理事業

紙おむつの配布

声のおたより事業

（生活介護・就労継続支援Ｂ型）

かるがもセンターの管理運営

子育て支援事業

老人福祉センターの管理運営

この「社協だより」は､みなさんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

◇子育て支援・児童福祉事業

一人親家庭への図書券配布

ふれあいデイサービス事業

ふれあいセンターの管理運営

福祉資金貸付事業

学童クラブの管理運営

◇生活福祉事業

生活福祉資金貸付事業

◇介護保険事業

訪問介護事業

◇募金活動

共 同 募 金（ 赤 い 羽 根・ 歳 末 ）

居宅介護支援事業

◇障害福祉サービス事業

障がい者居宅介護事業

◇権利擁護事業

福祉サービス利用援助事業

◇福祉サービス苦情解決体制

まつぶし一円玉募金

◇地域福祉振興事業

小地域福祉活動助成事業

福祉機器貸出事業

ふれあい・いきいきサロン事業

◇在宅福祉事業

一人暮らし高齢者支援事業

紙おむつの配布

在宅介護者支援

◇ボランティア活動と福祉教育

福祉協力校助成（小・中・高）

ボランティアスクール

彩の国ボランティア事業
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予算（円）
125,000
5,317,000
888,000
3,135,000
2,676,000
4,146,000
439,000
46,374,000
10,514,000
38,357,000
4,910,000
13,618,000
24,640,000
84,594,000
668,000
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平成25年度

社協会員加入のお願い

し ゃ きょう

（社 協 ＝社会福祉協議会） 社協は、民間の福祉団体です。
毎年町民の皆様にご協力いただいております社協会員募集
活動が、７月からはじまります。
社協会員とは、住民の皆様が地域福祉活動の推進に参加・
協力いただくための制度です。皆様からご協力いただいた会
費は、地域福祉推進事業の貴重な財源として活用させていた
だいております。

会費の種類
一般会費（個人・世帯等）
１口 1,000円
団体会費（法人企業・諸団体）
１口 3,000円
特別会費（個人・世帯等）
１口 5,000円

※７月から会員募集にあたり、６月下旬に自治会長・組長様宅に社協職員がお伺いし、
会員募集についてご説明させていただきますので、ご協力をお願いします。

※自治会未加入の方は、直接窓口にて受付させていただいております。

― 社協会員利用案内 ―

社協会員世帯は次のものがご利用できます。

福祉機器貸出事 業
○車いす・松葉杖（在宅で必要とする方。介護保険要介護度２以上の方は除く）
○ハンディキャブ（リフト付ワゴン車）
○スロープ付軽自動車・リフト付軽自動車
○高平カネ氏記念号（ワゴン車）
○助手席スライドシートワゴン車
【高齢者や障がい児・者の方と一緒に
お出かけする際に、ご利用できます】
紙おむつ配布事 業

【在宅介護の方に限ります】

○高齢者（介護保険要介護度３以上）の方
○障がい者手帳・療育手帳の受給を受けている方
歳末たすけあい 事 業
○ひとり親家庭図書カード配布

○歳末援護金配分事業

【詳しくは９月号にてお知らせします】

○歳末大掃除事業
○ひとり暮らし高齢者宅への
火災警報器設置事業

○ひとり親家庭チケット配布
【詳しくは９月号にてお知らせします】

地域の皆様の支えにより、上記のような福祉サービスを実施しておりますので、趣旨をご理解いただき、
より多くの皆様に社協会員となっていただきますようご協力をお願いします。
社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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埼玉県共同募金会からのお知らせ
東日本大震災義援金の募金受付期間が
平成26年３月31日まで延長されました
ご報告

平成25年３月末日までの募金額

2,616,900円

ありがとう
ございます

～まつぶし社協だよりに
 広告を掲載しませんか～
まつぶし社協だよりに広告を掲載してい
ただける企業等を募集しています。
まつぶし社協だよりは年６回（６月・７
月・９月・11月・１月･3月）発行し、町
内全戸に配布しているほか、町内公共施設
等に配置しています。

引き続き皆様のご協力をお願いいたします。

表紙の写真は、ふれあいサロン（喫茶）の
様子です。毎週月・水・金、11：00 ～ 16：
00まで、ふれあいセンターかがやき１階ロビー
にて営業しています。
コーヒー、紅茶など100円にてご提供して
います。また、障がい者施設の手作りのパン
も販売していますので、
みなさんぜひご利用く
ださい。

なお、申し込み期限は、広告掲載希望号
の前々月の21日までです。
（広告の規格）
１号広告（縦45㎜×横90㎜）
２号広告（縦45㎜×横180㎜）
（広告掲載料）
１号広告

8,000円／回

２号広告

16,000円／回

【お申し込み・お問い合わせ先】
社会福祉協議会

TEL：048-991-2701

社会福祉事業への寄附

ありがとうございました。
≪平成 25 年２月１日～平成 25 年４月 30 日≫

（順不同・敬称略）

たから幼稚園
山口ハル
福寿会
石川 遼
三郷吉川遊技業組合
第 3 回あひるレース収益金
田中 清
倉持充胤
匿名 1 件

12,950 円
30,000 円
2,034 円
121,107 円
100,000 円
15,447 円
2,000 円
書き損じハガキ 51 枚
ハガキ 95 枚

皆様から寄せていただきました善意は、
社会福祉事業に使用させていただきます。
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障がい福祉サービス事業所

松伏町立かるがもセンター

住所／松伏町田島 1524 ＴＥＬ 992-4132 ＦＡＸ 992-4135

楽しみにしています

〜お楽しみ会＆カラオケ〜
就労継続支援Ｂ型事業所と
生活介護事業所の利用者さん
が、毎月楽しみにしているカ
ラオケ！！
お誕生日の方には歌のプレ
ゼントがあり、最後はみんな
で大合唱！！お気に入りの歌
を歌って大満足です。

４月から新たに、堀香菜子さんが就労継
続支援Ｂ型事業所を利用しています。
皆さんと一緒にお仕事を頑張っています。

お誕生日の方には、お祝いをしています。
（ニッコリ 素敵な笑顔です）

老人福祉センターだより
けんこうクラブ連合会総会が盛大に開催
さる、５月 11 日 ( 土 ) 松伏町けんこうクラブ連合会総会が、
老人福祉センターにおいて盛大に開催され、平成 25 年度事
業計画や予算案が承認されました。
また、役員の任期満了に伴う選任が行われ、引き続き会長
に一色恒義氏、副会長に田中徳男氏、副島秀夫氏、女性部長
には石川ひろ子氏が選任されました。

日曜日の開所は

役員を退任する３名の方に感謝をこめて、会長から挨拶
～お疲れ様でした～

４月から月曜日が休所日となった最初の日曜日（７日）には、
15 名の方々が来所され、
卓球やバンパー・
将棋など楽しまれ利用されました。
これからもセンターの利用しやすい環境を整えて、皆様のお出でをお待ちしております。

問い合わせ／老人福祉センター
TEL 992-1777
社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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松 伏町学童クラブ
ことしは暖かかったせいか、桜の花が早く咲き花びらがひらひらと
舞い散る中での入学となりました。
５つの学童クラブあわせて、新入生70名を迎え、入室児童262名、
新しい指導員２名を含む33名でのにぎやかな保育業務が始まりました。
で く わ

先日、新１年生が皆の前に立って自己紹介をしているところに出会し耳を傾けていると、大きな声で
しっかりとした口調であいさつし、また自分の思いも伝えていてすごいなぁ～たくましいなぁと感じま
した。学童での生活に早く慣れ、
友達の輪も広がっていくよう、
ひとりひとりの成長を見守りながら安心・
安全な場づくりを目指して行きたいと思いますので、引きつづき皆さまの温かいご支援・ご協力をお願
い致します。

お知らせ
学童クラブ本部

勤務時間帯

午前9時45分～午後6時30分
電話

048-991-1093

臨時職員募集
詳細につきましては下記まで
お問い合わせください。
電

話

048-991-2701（採用係）

受

付

月～金（祝日を除く）

午前8時30分～午後5時15分
※夏 季期間（７月・８月）の方も歓
迎します。

デイサービスおたのしみ会
すみれの会のボランティアの方々が、アルミ缶をコツコツ集めた収益で、
『東京大衆歌謡楽団』
という方たちを招いて下さいました。
利用者さん達にとっては、戦前・中・後のまさに青春時代の歌を聴き、涙をされる方もいらっしゃ
いました。心のプレゼントに酔いしれるひとときでした。
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あいひろば
れ
ふ
の
祉
福
開 催 の お 知らせ
～ ふだんの

くらしの

しあわせ ～

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせることを願い、福祉団体や地域福祉活動のＰＲを行い、
福祉を身近に感じていただくイベントです。

日

時

平成25年６月２日（日） 10：00 ～ 14：00
（雨天決行）

会

場

松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センター

内

容

バザー・模擬店・ゲームコーナー・バルーンアート体験
車椅子ダンス披露・介助犬ってどんな犬？・振込サギ被害防止のための演劇他

社会福祉法人  日本介助犬協会提供

○振込サギ被害防止のための演劇  12：50 ～13：20
わかりやすく、振り込めサギの手口や被害
に遭わないための方法を紹介します。

参加者募集！！

○介助犬ってどんな犬？ 13：25 ～ 13：50
介助犬の仕事内容を実演してもらいます。

おみやげつきです♡
（*^_^*）

「福祉のふれあいひろば」会場にて、ハイハイヨチヨチ競争を行います。
お子さんのかわいい姿は、
“シャッターチャンス”満載です！ぜひ、写真・ビデオの
準備をしてご参加下さい。みなさんのチャレンジお待ちしております。
時間：

11：00 〜受付

11：40 〜開始

問い合わせ先：松伏町社会福祉協議会

電話 991-2701

社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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待ちに待った春の訪れを皆さまいかがお過ごしです
か。いつもよりちょっぴりおしゃれをしてお出かけし
たくなりますね。
今回は、平成23年に松伏町に引っ越してこられた
新しい仲間をご紹介いたします。この方は、ご病気を
機に、住み慣れた広島県をあとにし、お身内のいらっ
しゃる松伏町に引っ越してこられました。慣れない土
地でもあり、不自由なお体ですが、調理するヘルパー
のために、頑張ってお買い物には行ってくださってい
ます。
『海の男』から『松伏の男』になり、松伏町を
どんどん好きになってもらえるように私たちヘルパー
は今日もあったかい介護を目指します。

ホームヘルプサービス

●営 業 日／年中無休（但し､ 年末年始を除く）
●営業時間／午前7時〜午後9時
●問 合 せ／平日 月〜金 午前8時30分〜午後5時15分
●Ｔ Ｅ Ｌ／048-991-2701

か い ご の 窓 口
日頃の介護に心と体の疲労は自分でも気が付かないうちにだんだんとたまっていくもので
す。つい時間に追われて、自分の事は後回しになっていませんか？
ストレスが慢性化すると自分でも気が付かないうちに心と体のバランスを崩してしまうも
のです。そうなる前に自分の心と体を振り返る習慣をつけて見て下さいね。
仲間とおしゃべりをする、趣味を楽しむ等自分なりのストレス発散方法を生活に取り入れ
てみて下さい。いい介護をするために、介護する人の健康が大切です。
介護する人、介護される人のコミュニケーションにもつながる
リラクゼーションのご紹介です。
○人間温湿布
①両手の平を熱くなるまでよくすり合わせます。
②その手を、こっている場所にじわ～っとあててみましょう。
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お気軽に
ご相談ください
松伏町社会福祉協議会
ＴＥＬ 048-991-2701

