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松伏町社会福祉協議会

松伏町大字松伏2209‑1
℡ 048‑991‑2701 ℻ 048‑991‑5341

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。

フルーツカードゲーム

ヨーヨーつり

・ 日 時 平成２３年６月１９日（日） １０：００〜１４：００
・ 会 場 松伏町Ｂ＆Ｇ海洋センター・松伏記念公園
・ 内 容 車イスダンス・ハイハイヨチヨチ競争・バザー・模擬店・バルーンアート
熱気球搭乗体験等々

リベンジ

熱気球 ！
！

５月５日（木・祝）ちびっ子フェスティバル

前回の福祉のふれあいひろばでは、残念ながら悪天候
の為中止となってしまいましたが、今回も熱気球がやっ
てきます。
今年こそ熱気球から見える景色を楽しみましょう！
気象条件が良ければ、地上より約 2 0メートルまであが
ります。
整理券配布：午前９時３０分〜
（Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館内にて）
搭乗体験実施時間：１０：００〜１４：００
ボランティアのみなさん

※１名につき１枚の配布とさせていただきます。
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電話９９１−２７００
主催：松伏町社会福祉協議会
後援：松伏町・松伏町教育委員会

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。

主 な 内 容

※搭乗料（保険料含） 大人８００円（中学生以上）
※当日の気象状況により変更・中止することがあります。

ベーゴマ名人に教えて頂き
一緒に楽しみました！

平成 23 年度予算・事業計画 ………………………… ２

（３歳未満を除く）
子供５００円（３歳未満無料）

ベーゴマ体験コーナー

社協会員加入のお願い………………………………… 3
東日本大震災への支援報告・寄附者一覧…………… 4
デイサービス・老人福祉センター・学童クラブ…… 5
こんにちはホームヘルパー・介護保険Ｑ＆ A …… 6
児 童 館 ……………………………………………… 7
福祉のふれあい広場…………………………………… 8
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平成23年度
予算・事業計画
▼

法人運営事業経理区分内訳（収入）

受取利息配当金
収入
その他
会費収入
繰入金収入
0.1%
1.6%
9.8%
26.2%
会計
単位間収入
1.4%

１小地域福祉活動
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

重点目標

▼

法人運営事業経理区分内訳（支出）

繰入金支出 その他支出
9.0% 予備費
0.8%
1.7%
固定資産支出
6.7%
事業費支出
11.1%

社協会員加入のお願い

平成23年度

（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

会費の種類
一般会費（個人・世帯等）
1口

事業収入
1.2%

受託事業繰入
58.7%

積立預金積立
事務費支出
支出
10.2%
0.1%

収入合計 57, 313, 000円

主な事業
主な事業

助成金支出 受託事業支出
2.3%
58.1%

支出合計 57, 313, 000円

総 318,784,000円

▼その他の経理区分内訳

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
障害者福祉サービス事業
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
児童館指定管理業務
学童クラブ指定管理業務
自動販売機設置事業（特別会計）

◇高齢者福祉事業
ふれあい会食会・宅配サービス
一人暮らし高齢者激励事業
友愛通信事業
◇障害者福祉事業
関係団体への助成
紙おむつの配布
声のおたより事業
◇子育て支援・児童福祉事業
子育て支援事業
一人親家庭への図書券配布
新生児への紙おむつ券配布
ふれあい里親運動
◇生活福祉事業
福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業
◇募金活動
共同募金（赤い羽根・歳末）
ボランティアスクール
まつぶし一円玉募金
彩の国ボランティア事業
◇地域福祉振興事業
ボランティアセンター運営委員会
小地域福祉活動助成事業
シニアボランティア育成事業
福祉機器貸出事業
ボランティア団体活動助成事業
ふれあい・いきいきサロン事業 ◇顕彰事業
◇在宅福祉事業
◇松伏町委託事業
一人暮らし高齢者支援事業
心配ごと相談所開設事業
紙おむつの配布
高齢者軽度生活支援サービス
在宅介護者支援事業
◇指定管理事業
成年後見制度ＰＲ事業
児童館の管理運営
◇ボランティア活動と福祉教育
かるがもセンターの管理運営
福祉協力校助成（小・中・高）
老人福祉センターの管理運営

予算（円）
640,000
6,345,000
1,130,000
2,888,000
2,669,000
4,075,000
353,000
41,829,000
10,040,000
55,615,000
3,584,000
12,952,000
25,832,000
32,783,000
81,511,000
974,000

ふれあいセンターの管理運営
ふれあいデイサービス事業
学童クラブの管理運営
◇介護保険事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
◇障害福祉サービス事業
障害者居宅介護事業
◇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
◇資産の活用
◇個人情報保護

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。

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）

いただいております。

寄附金収入
0.9% 助成金収入
0.1%
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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

歳末たすけあい事業
歳末援護金配分事業

障害者手帳・療育手帳の受給を受けている方

子育て支援事業
新生児（0歳児）に対し、おむつ券の発行

歳末大掃除事業

（平成23年1月1日〜平成23年12月31日出生の方対象）

ひとり親家庭図書カード配布

【詳しくは1月号にてお知らせします】

【詳しくは9月号にてお知らせします】
ひとり親家庭チケット配布
【詳しくは11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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桜に負けずみんなの笑顔
も満開です

ありがとうございます
〜東日本大震災義援金〜
沢山の方にご協力いただき東日本大震災への義援金が、５月１０日
現在で１，０８０，６８２円となりました。皆様よりお預かりした義
援金は埼玉県共同募金会から中央共同募金会へ送金され、被災され
た方の見舞金となります。なお、東日本大震災の義援金の受付は、
９月末日までとなっております。
皆様の継続したご支援をよろしくお願いいたします。

〜 H23お花見〜

この度の東日本大震災を受けて、松伏町社協では被災地の一
日も早い復興を願い、１回目は５月７日、社協職員有志１９名
にて、２回目は５月１４日、一般募集により応募いただいたボ
ランティア２５名にて、家屋内外の汚泥のかきだしや瓦礫の片
づけなどのボランティア活動を実施しました。
災害ボランティアセンターから、活動先へ向かう途中の町並
みを目の当たりにすると、１日ずつの活動は、わずかな支援だ
ったかもしれませんが、参加者一人一人が被災者の思いを胸に
抱きながら、埃と汗まみれになり、限られた時間の中で精一杯
活動されていました。
被災地での救援物資やボランティアニーズは月日の経過とと
もに変わっていますが、松伏町社協では、今後も被災者の心に
寄り添いながら、継続的な支援を展開したいと考えております
ので、引き続きご支援ご協力をお願いいたします。

社会福祉事業への寄附

平成23年５月17日（火）松伏町けんこうクラブ連合会総会
渋谷
大塚
野本
屋代
平野
本郷

福寿会

いきいきサロンかがやき
美術作家グループ
石川

ＣＯＮ

遼（プロゴルファー）

かがりび公園を楽しくする会
松伏町手をつなぐ育成会

建設埼玉東部地区本部松伏支部

8,240円

ありがとうございました
（順不同・敬称略）
越谷･吉川･松伏明るい社会づくり

775円

運動協議会

10,000円

すみれの会

10,000円
151,600円

松伏地区

20,000円

松伏ルネッサンス実行委員会
匿名３件

30,000円

20,549円

10,000円

6,250円

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。

いす２脚

104,000円

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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連合会役員（H23.4.1 〜 H24.3.31）

徳（会長再任） 一色 恒義（副会長再任） 安孫子義夫（副会長再任）
好子（理事再任） 松井 三郎（理事再任）
畑野 仁一（理事再任）
弘子（理事再任） 和南城明宏（理事再任）
渋谷
澄（理事再任）
照夫（理事再任） 田中 徳男（理事再任）
副島 秀夫（理事再任）
健吉（理事再任） 島村 武夫（理事新任）
高崎 一昭（理事新任）
達郎（新規加入・理事新任）
会田 きみ（女性部長・副会長新任）

けんこうクラブ連合会総会の様子

松伏町学童クラブ

≪平成23年2月1日〜平成23年4月30日≫
たから幼稚園 理事長 宮本慶通

親子でニコッ

でもやっぱり花より
団子ですね

宮城県石巻市において
ボランティア活動を
行いました

たくさんの花が咲きほこるなか、新一年生86名を迎え、入室者数
275名・指導員33名で23年度が始まりました。
新一年生のお行儀の良いこと、また進級した子どもたちは先輩らし
く下級生を見守ってくれています。その光景は微笑ましく思わず先生
方に声をかけてしまいました…心身ともに成長しているのですネ。
ともだち関係も広がり、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
松伏町学童クラブ本部の
勤務時間が変更となりました
午前9時45分〜午後6時30分

夏季期間臨時職員

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 991-2701
受 付 月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時15分

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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【お知らせ】
春があっという間に通り過ぎ、少し汗ばむ季節を迎えようとしています。皆さまいかがお過ごし
でしょうか？
東日本大震災について毎日テレビや新聞で報道されていますが、その度に心を傷めている方も多
いのではないでしょうか。言葉では言い表せない苦しみの中、頑張っている被災地の方々が、
「どう
か、今日も一日無事に過ごせますように・・」と、一日一回は心に思い浮かべ、祈っていきましょう。
遠く離れていても私達の思いはきっと通じると信じています。他を思いやる気持ちを常に心にもち、
毎日を過ごしていきたいですね。

６月６日
（月）
は、休館日です。
６月２０日
（月）
は、館内清掃のため
臨時休館いたします。

交通安全教室
４月16日（土）工作教室
すてきなニャンニャン
フォトフォルダーが
出来ました！

認知症は
「早期発見、早期受診、早期治療」
「年のせいだ」と見過ごさないことが大切です

工作教室

認知症の方への対応について

くねくねモビールを作ります！

⑤徘徊・・・家に帰る！！

日

認知症の高齢者のなかには自分がまだ現役であると錯覚し、会社へ行くと出かけてしまうこと
があります。また、自宅にいることを認識できず「家に帰る」と言ったり何となく外へ出てしま
うこともあります。
できれば一緒に出かけ、外の空気に触れ気分転換ができたら帰宅す
る、というのが理想ですが、いつもそうできるわけではありません。
お問い合わせは…
玄関の戸にベルをつけたり住所、名前、電話番号を書いた名札を着衣
松伏町社会福祉協議会
に縫いつけたり、
ペンダントとして首にさげるのもいいでしょう。また、
℡ 048‑991‑2701
TEL
よく行くスーパーや商店街の人に１人歩きをし
ていたら、連絡をしてもらえるようにあらかじ
ホームヘルプサービス
め伝えておくのも大切です。
●営 業 日／年中無休(但し､ 年末年始を除く)

場 所
対 象
定 員
参加費
申 込

※次回は、
「幻覚・・・誰かが狙っている」です。

●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

介 護 保 険 コ ー ナ ー

Q
A
6

４月２７日（水） はぐくみ
かわいいまんまる
アニマルを作りました！

現在入院しております。状態もよくなってきているので、退
院することになりました。退院後は、自宅でリハビリをしたい
と考えています。どのようにしたら、いいのでしょうか。
介護保険サービスを利用するには、ケアプランを作成する居宅介
護支援事業者との契約が必要です。自宅でリハビリをする介護保険
サービスとして、訪問リハビリがありますが、利用するには担当の
先生の指示が必要となります。
まずは、ケアマネージャーに相談してみましょう。

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。

悩まないで
ご相談ください
松伏町社会福祉協議会

℡ 048‑991‑2701

時

６月１８日
（土）
午前１０時から午前１１時１５分まで
できるーむ
保護者付き添いの幼児（５歳以上）から
15名（先着順）
40円（材料代）
５月21日
（土） 午前９時３０分から
電話申込可

はぐくみ
くるくる巻き人形を作ります！
日

時 ６月２２日
（水）
午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
場 所 みえるーむ
対 象 ２歳から就学前までの親子
定 員 １５名（先着順）
参加費 お子さん１人につき１００円（材料代）
申 込 ５月２５日
（水） 午前９時３０分から
電話申込可

七夕祭り
天の川にとどけ☆みんなの願い！
日 時 ７月２日
（土） 午後２時から午後３時まで
場 所 やんちゃアリーナ
内 容 パネルシアター
「たなばたウキウキねがいごとの日！」
笹飾り制作（持ち帰り用）
対 象 保護者付き添いの幼児から
定 員 ４０名（先着順）
申 込 ６月４日
（土） 午前９時３０分から
電話申込可

交通安全まなび隊がやってきます！
日 時 ６月１日
（水）
午前１０時３０分から午前１１時１５分まで
場 所 やんちゃアリーナ
★アンケートに協力すると幼児用自転車の
ヘルメットがもらえるチャンスがあります。

ぐるんぱランド
パネルシアター・絵本の読み聞かせ
紙芝居等、ボランティアの方が演じます。
日 時 ６月１５日
（水）
午前１１時から午前１１時４０分まで
場 所 みえるーむ
直接、会場にお越しください。

子育てにこにこサロン
子育てアドバイザーによるお話やゲームを
お子さんと一緒に楽しみませんか！
日 時 ６月２９日
（水）
午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
場 所 みえるーむ
内 容 「食の重要性について」
対 象 ０歳から就学前の親子
定 員 ２０名 町内の方優先（先着順）
申 込 町内 ６月１日
（水） 午前９時３０分から
町外 ６月８日
（水） 電話申込可

}

夏季期間臨時職員

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 ９９１−２７０１
受 付 月〜金（祝日を除く）
午前８時３０分〜午後５時15分

※今後の事業･募集については､
児童館までお問い合わせください。
TEL 993‑0202

社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配布金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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