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まつぶし社協だより 86 平成21年６月

まつぶし社協だより 86 平成21年６月

まつぶし
まつぶし

【お知らせ】

平成21年(2009)６月

６月１日(月)は、休館日です。
６月22日(月)は、館内清掃の
ため臨時休館いたします。
問合せ先 9 9 3 － 0 2 0 2

交通安全教室
5月5日（火・祝）ちびっ子フェスティバル
ふしぎなサイエンスショーを体験しました

工作教室
スマートさん貯金箱を作ろう！
時 ６月20日
（土）
午前10時から午前11時15分まで
場 所 できるーむ
対 象 保護者付き添いの幼児
（5歳以上）
から
定 員 15名（先着順）
参加費 40円（材料代）
申 込 ５月23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４日
（木）
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ヘル
メットがもらえるチャンスがあります。
直接、会場にお越しください。

日

はぐくみ
日

時

場 所
対 象
定 員
参加費
申 込

トコトコ人形を作ります！
６月24日（水）
午前10時30分から午前11時30分まで
みえるーむ
２歳から就学前までの親子
15組（先着順）
お子さん１人につき100円(材料代)
５月27日（水） 午前９時30分から
電話申込可

七夕祭り

※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。
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松伏町社会福祉協議会
松伏町社会福祉協議会

社会福祉
編集発行 社会福祉
編集発行
法
人
法
人

平成21年３月８日㈰開催
福祉のふれあいひろばの様子

松伏町大字松伏2209-1
松伏町大字松伏2209-1
048-991-2701
048-991-2701
048-991-5341
048-991-5341

ぐるんぱランド
健康大学受講生（民謡）

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17日
（水）
午前11時から午前11時40分まで
場 所 みえるーむ
その他 直接、会場にお越しください。

模

擬

バザー

店

子育てにこにこサロン
バルーンアート

子育てアドバイザーによるお話やゲームを
お子さんと楽しみませんか！
日 時 ７月１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 ｢心身の発達をうながす環境作りについて｣
対 象 ０歳から就学前の親子
定 員 20組 町内の方優先（先着順）
申 込 町内の方 ６月2日
（火）
から 午前9時
町外の方 ６月9日
（火）
から 30分から
電話申込可

｝

車いすダンス

よさこい

点字体験

ベーゴマ体験
ハイハイ、ヨチヨチ競争

夏季期間臨時職員
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
受付

募集

９９１−２７０１
月〜金（祝日を除く）
午前8時30分〜午後5時15分

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

☆かなうといいね みんなの願い！
日 時 ７月４日（土） 午後２時から
場 所 １部 みえるーむ ２部 やんちゃアリーナ
内 容 １部 ブラックシアター ２部 笹飾り制作
対 象 保護者付き添いの幼児から
定 員 ２部のみ40名（申込制）
※１部は自由参加となります。
申 込 ６月６日（土） 午前９時30分から
電話申込可
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▼法人運営事業経理区分内訳（収入）

平成21年度

予算・事業計画

会計単位間収入
0.7%

寄附金収入
1.1%

【社協＝社会福祉協議会】

事業収入
1.9%

合計

予備費
2.5%
受託事業支出
62.8%

総

額

243,332,000円

助成金収入
0.1%

収予算（円）
入

1,089,000
11,425,000
2,193,000
3,054,000
2,548,000
3,879,000
422,000
40,683,000
9,761,000
41,531,000
3,850,000
12,903,000
28,542,000
34,763,000
478,000

●主な事業

◇高齢者福祉事業

受託事業繰入
65.2%

５，
７７２，
０００

円

会費の種類

＊7月からの会員募集にあたり、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、ご協力をお願いいたします。
※自治会未加入の方は、直接窓口にて受付いたしますの
でご協力お願いいたします。

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

※各会費とも何口でも加入できますので皆様
のご協力をお願いいたします。

社協会費はおもにこのように使われています
紙おむつの支給
高齢者日帰りの旅
ふれあい会食会
障がい者団体交流会
福祉団体助成金
福祉協力校助成金
小地域福祉活動
ボランティア活動の推進

ふれあい会食会

寄

附

一

覧

高齢者日帰り
の旅
▼障がい者団
体交流会

等

ありがとうございました。

≪平成21年２月１日～平成21年４月30日まで≫（順不同･敬称略）

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。

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体験事業

ふれあい会食会・宅配サービス

高齢者日帰り旅行事業

ボランティアセンター運営委員会

シニアボランティア育成事業

ボランティア団体活動助成事業

◇顕彰事業

一人暮らし高齢者激励事業

◇障がい者福祉事業

関係団体への助成

紙おむつの配布

第５回松伏町社会福祉大会

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。

声のおたより事業

◇松伏町委託事業

心配ごと相談所開設事業

◇子育て支援・児童福祉事業

子育て支援事業

高齢者軽度生活支援サービス

◇指定管理事業

児童館の管理運営

かるがもセンターの管理運営

老人福祉センターの管理運営

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

◇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整備

◇資産の活用

◇個人情報保護

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︶

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

◇ボランティア活動と福祉教育

ボランティア団体への助成
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受託事業支出
62.8%

46,211,000円

受託事業繰入
65.2%

46,211,000円

会費収入
11.9%

Ｈ２０年度会費収入額
ありがとうございました

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・協力していただくための制度です。
皆様からご協力いただきました会費は、地域
福祉推進事業の貴重な自主財源として活用させ
ていただいております。
趣旨をご理解いただき、ご協力くださいます
様よろしくお願いいたします。

▼

合計

助成金支出
3.0%

その他
0.5%

繰入金収入
18.6%

経理区分
事業収入
一円玉募金運動事業
1.9%
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
児童館指定管理業務
自動販売機設置事業（特別会計）

支 出

事務費支出
13.8%

会計単位間収入
0.7%

寄附金収入
1.1%

▼その他の経理区分内訳

▼法人運営事業経理区分内訳（支出）
固定資産取得支出
2.7%

社協は、民間の福祉団体です。

収 入

１.小地域福祉活動の推進
事業費支出
15.0%
２.介護保険事業の適正な運営
固定資産取得支出
予備費
2.7%
積立預金積立支出 ３.指定管理者としての適切な公共施設経営
2.5%
0.2%
４.自主財源の確保
５.地域福祉活動計画策定に向けた調査・研究
支 出
事業費支出
15.0%
助成金支出
3.0%
積立預金積立支出
0.2%

社協会員加入のお願い

会費収入
11.9%

助成金収入
0.1%

重点目標

事務費支出
13.8%

平成21年度

その他
0.5%

繰入金収入
18.6%

福寿会
たから幼稚園 園児一同
田中 清
石川 徳光
第一生命労働組合越谷営業職支部
松伏町中央公民館
松伏町在住美術作家グループＣＯＮ
吉川郵便切手販売協会 松伏支部 山崎 晴雄
いきいきサロン（わきあい愛・上河原団地仲良し会）
松伏町赤十字奉仕団・石塚とく
かしのき保育園
松伏町民生委員・児童委員協議会
松伏町ボランティア行事グループ
いきいきサロンかがやき
川尻 泰輔
朝日生命労働組合 越谷支部
山本 明子
匿名１件

１, ７８３円
８, ０００円
４, ０００円
１８, ０００円
１７, ０００円
８６１円
１０, ０００円
２, ７６９円
７, １００円
１１, ９００円
１０, ７００円
４６, ８０５円
３５, ５８２円
３, ６００円
１００, ０００円
未使用タオル８６本
歩行器
切手 ５０円×２６枚

競艇選手川尻泰輔さん
から初優勝賞金の一部を
ご寄附いただきました。

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。
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参加者募集

彩の国ボランティア体験

プログラムメニュー
活動内容

活動先

「りす学童ボランティア」

特別養護老人ホーム
三戸里園

3

「敬老会でボランティア」
敬老会のお手伝い

９月21日（月・祝）
＊５名 高校生以上

4

「高齢者施設でボランティア」
施設内で日常業務のお手伝い

（通所）８月21日㈮
10:30～15:00
（入所）８月25日㈫
10:30～15:00
＊中学生以上・昼食持参

5

「喫茶コーナーでボランティア」
利用者さんの案内や、飲み物を運びます

介護老人保健施設
プルミエール

「夏祭りボランティア」
6 夏祭りのお手伝い

「高齢者施設でボランティア」
施設内で日常業務のお手伝い

9

「夏祭りボランティア」

10 夏祭りのお手伝い

介護老人保健施設
なのはなの里
グループホーム
ほほえみの家
デイサービスセンター
彩桂倶楽部

「開所５周年記念イベント」

11 イベントのお手伝い

「夏祭りボランティア」

12 夏祭りのお手伝い

「ふれあいデイサービスでボランティア」

13 施設内で日常業務のお手伝い

「ふれあい会食会でボランティア」

14 食事の配膳・参加者との交流宅配弁当を届
けるお手伝い

グループホーム
みんなの家松伏

22 学童保育内でのお手伝い

「杉の子学童ボランティア」

23 学童保育内でのお手伝い

7月～８月(土･日を除く)
9:00～18:00の活動可能な時間。
＊各日３名 高校生以上

「納涼会ボランティア」
納涼会のお手伝い

「高齢者施設でボランティア」
8 施設内で日常業務のお手伝い。趣味（演奏
や踊り等）の披露

「かしの木学童ボランティア」

24 学童保育内でのお手伝い

７月25日㈯
18:00～21:00
＊10名 高校生以上

「なごみ学童ボランティア」

２名
４名

活動内容

「夏祭りボランティア」
16 ８月７日の夏祭りに向けて準備・当日のお
手伝い

８月１日㈯
17:00～20:00
＊５名 高校生以上

「七夕祭りボランティア」
28 イベントのお手伝い

7月21日㈫～８月８日㈯
9:30～12:00
（日曜日・８月１日㈯を除く）
＊各日４名 小学５年生以上

29 イベントのお手伝い

７月27㈪・28㈫・29㈬日
13:00～15:00
＊各日２～３名 小学３年生以上
６月７日㈰
＊高校生以上

13:00 ～ 16:00
上靴持参

夏休み期間
＊各日３名

10:00～16:00 昼食持参
高校生から大学生

どんぐり学童クラブ
（第二小学校内）

夏休み期間
＊各日３名

10:00～17:00の活動可能な時間
高校生以上

杉の子学童クラブ
（金杉小学校内）

夏休み期間
＊各日３名

8:30～16:00の活動可能な時間
高校生以上

かるお手伝いをします

夏休み期間
8:30～16:00
＊各日３名 高校生以上
2日以上継続して活動出来る方
夏休み期間
13:00～17:00
＊各日２名 高校生から大学生
（男性大歓迎）

町立第一保育所

8月25日㈫・26日㈬いずれか１日
9:00～13:00 ＊各日５名 町内在住・在学高校生
事前説明会を実施します

外前野記念会館
（ハーモニー）

７月24日・８月28日（全て金曜日）
10:00～12:00
＊各日３～４名 中学生以上
7月4日㈯
13:00～16:00
＊２名 高校生以上

「サマーフェスティバルボランティア」

7月26日㈰
13:00～16:00
＊２名 高校生以上

「夏休み工作教室ボランティア」

30 工作教室のお手伝い

「スポーツフェスティバルボランティア」

31 イベントのお手伝い

松伏町児童館
ちびっ子らんど

7月29日㈬・８月５日㈬
＊各日２名 高校生以上

9:30～11:40

10月11日㈰
13:00～16:00
＊２名 高校生以上

「ハロウィンパーティーボランティア」

10月31日㈯
13:00～16:00
＊２名 高校生以上

「児童館ボランティア」

随時・夏休み期間
10:00～16:00
＊各日２名 高校生以上

32 イベントのお手伝い

33 児童館内の日常業務のお手伝い

その他の活動

７月末～８月上旬実施予定
活動時間は相談に応じます
＊５～６名 小学生以上

番号

活動内容

活動先

期間・時間・募集人数・対象

７月～８月の月・火・木・金曜日
10:00～15:00
＊各日２名
小学生以上(別途弁当代330円)

中央公民館他

７月１日・15日（全て水曜日）
9:00～14:00 ＊各日３名
高校生以上（別途昼食代200円）

「きっと伝わるあなたのきもち」
松伏町ボランティアセンター ８月４日㈫
9:30～12:00
35 ふれ愛通信ｸﾞﾙｰﾌﾟさんと一緒にﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの
（ふれあいセンター） ＊20名 小学生以上
利用者さんに絵手紙を書いて送ります
「点字ってなんだろう？」
36 身の回りにある点字の役割を知り、
点字をうつ・読む体験をします。

活動先
心身障害者
地域デイケア施設
かるがもセンター

期間・時間・募集人数・対象
6月25日・7月30日・8月27日（全て木曜日）
9:00～16:00
＊各日２名～３名 高校生以上
８月5㈬・6㈭・7㈮日
9:00～16:00
高校生以上 全日参加出来る方希望

＊２名～３名

7月～８月(土･日を除く)
10:00～16:00の活動可能な時間。
＊各日３名 中学生以上

「中川の郷ボランティア」

中川の郷療育センター
「夏祭りボランティア」
18 夏祭り会の準備・後片づけ等のお手伝い

知的障害者授産施設
ゆめみ野工房

申込開始：６月5日㈮

A棟 7月23日㈭・
【雨天時の予備日:7月30日㈭】
B棟 7月28日㈫・
【雨天時の予備日:8月4日㈫】
①準備 16:00～18:00 ②後片づけ 19:00～20:00
＊各日２～３名 高校生～大学生（体力のある方希望
・男性大歓迎）
7月～８月(土･日を除く)
9:00～16:00の活動可能な時間。
＊各日３名 高校生以上

＊電話での予約可（991−2701）

【問合せ・申し込み先】 松伏町ボランティアセンター
松伏町社会福祉協議会（ふれあいセンターかがやき2階） ☎048−991−2701
4

りす学童クラブ
（松伏小学校内）

ふれあいセンター
「かがやき」

17 施設内で洗濯物たたみのお手伝い

「ゆめみ野工房でボランティア」
19 施設内で日常業務のお手伝い

「託児ボランティア」

27 ママさん達のサークル活動中に乳幼児を預

７月～８月(日曜日を除く)
10:00～12:00
＊各日２～３名 小学３年生以上

10:00～16:00の活動可能な時間
高校生以上

「声のお便りつくりましょう」
34 目の不自由な方に、広報誌等を朗読しテー
プに録音する活動

「かるがもセンターでボランティア」

15 施設内で日常業務や草取りのお手伝い

「高校生１日保育士体験」

７月8, 22日、８月12, 26日（全て水曜日）
9:15～11:45
＊各日５名 小学５年生以上

９月27日㈪～８月31日㈪（日曜日は除く）
10:00～1２:00、13:30～16:00
＊各日２名 (趣味の披露は２名以上可)中学生以上

夏休み期間
＊各日３名

なごみ学童クラブ

26 保育所内でのお手伝い

期間・時間・募集人数・対象

いるか学童クラブ
（松伏小学校内）

かしの木学童クラブ

25 学童保育内でのお手伝い

11:00～14:00

障がい者とかかわる活動
番号

活動先

21 学童保育内でのお手伝い

期間・時間・募集人数・対象

2

「高齢者施設でボランティア」
施設内で日常業務のお手伝い

活動内容

「どんぐり学童ボランティア」

「高齢者施設でボランティア」
1 施設内で日常業務のお手伝い

7

番号

「いるか学童ボランティア」
20 学童保育内でのお手伝い

高齢者とかかわる活動
番号

子どもとかかわる活動

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。

ゆめみ野集会所

８月６日㈭
19:00～21:00
＊２名 高校生以上

松伏町ボランティアセンター ８月５日㈬
10:00～12:00
（ふれあいセンター） ＊15名 小学生以上（保護者同伴可）

「捨てたらもったいない。使用済み切手」
松伏町ボランティアセンター ７月27㈪・28㈫・29㈬日
37 使用済み切手を切り取り、支援を必要とす
（ふれあいセンター） ＊各日10名 小学生以上
る団体へ送ります。
38

「熱いぞ！車椅子バスケ」
車椅子バスケットや車椅子体験等

Ｂ＆Ｇ海洋センター

10:30～12:00

８月20日㈭
13:00～15:30
＊20名 小学４年生以上

「絵本を届ける運動in松伏」
松伏町ボランティアセンター ８月19日㈬
9:30～12:00
39 日本で読まれている絵本に、翻訳シールを
（ふれあいセンター） ＊20名 小学生以上
貼り付け外国の子ども達に送ります。

申し込みからボランティア活動までの流れ

①メニューから活動したいプログラムを選ぶ。
②松伏町ボランティアセンターへ申し込む。（電話での仮申込可）
③事前説明会に参加（7／18㈯ 10:00～10:30、7／21㈫ 14:00～14:30）
＊上記の日程で都合のつかない方はご相談ください。
④ボランティア活動開始
＊活動の際に、ボランティア保険（260円）に加入していただきます。

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。
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●

●

まつぶし社協だより 86 平成21年６月
心身障害者地域デイケア施設

住所／松伏町田島 1524

まつぶし社協だより 86 平成21年６月
松伏町立かるがもセンター
TEL

992-4132

FAX

992-4135

春の松伏は、「桜のまち」
町なかから郊外まで
いたるところに
桜の見どころがあります。
ボランティアの皆さんと散策、
桜満開の記念公園へ。

いよいよ梅雨の季節となり、何となくゆううつな陽気が続きますが、皆様いかがお過ごしですか？
今回は元気が出る魔法の言葉をいくつかご紹介します。気に入った言葉をみつけて、何回でも声に
出してみてください。そして、毎日を前向きに明るく過ごしていきましょう。
花を観て森の緑を車いす

五月雨に応えて楽しデイケア

金子章次

①「大丈夫、何とかなる」
生きているといろんな事があるけれどいつも何とかなっているものです。
②「ない」より「ある」
自分にないものを気にするよりもあるものをさがしてみましょう。
③「もう」より「まだ」
「もうだめ」とあきらめないで「まだできる」と考えましょう。
④「どうせ」より「どうせなら」
「どうせできっこない」ではなく「どうせならやってみよう」と考えましょう。
⑤「ありがたい」
何事も当たり前と思わずに誰にでも起こりうる出来事に感謝をしましょう。
⑥「なるほど」
人の話をよく聞く人は将来きっとうまくいきます。
「元気が出る魔法の口癖」中井俊巳著より
♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬♩♪♬

●営 業 日／年中無休(但し､ 年末年始を除く)

老人福祉センターだより

●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

平成21年４月24日に開催されました松伏
町老人クラブ連合会総会において、下記のと
おり平成21年度の連合会役員が選出されま
した。
 平成21年度から、
副
 会長が３名にな
りました。

介 護 保 険 コ ー ナ ー
お見事！！満開のチューリップです
（柏あけぼの山農業公園）

役職名
会 長
副会長
副会長
副会長
会 計
会 計
監 事
監 事

氏
小岩井
渋 谷
一 色
増 田
飯 島
田 中
安孫子
大 塚

名
照 憲
徳
恒 義
許 子
俊 一
徳 男
義 夫
好 子

所属クラブ
築峰会
長寿会
第一寿会
第三寿会
常磐会
三栄会
田中さくら会
第二寿会

○問い合わせ○
松伏町老人福祉センター TEL 992-1777
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ホームヘルプサービス

おめでとうございます

上手にできました。手づくり小物

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。

Q
A

要介護度の認定方法の見直しが行われ、４月から認
定結果が軽度に認定されるのではないかということを
聞いており、不安です。どのような対応になっている
のでしょうか。

お問い合わせは…

松伏町社会福祉協議会
TEL 048-991-2701
担当 岡田

悩まないで
ご相談ください
松伏町社会福祉協議会

５月１日の厚生労働省の情報では、利用者、家族の代表や専門家により、検証を
行うこととしています。検証の結果が出るまでの期間は、ご希望があれば更新後の
要介護度が更新前と異なる場合、更新前の要介護度となる経過措置を行っています。
経過措置を希望する場合、以下の３種類のうち１つを選択していただきます。
①更新前より軽度になった場合、
前回の要介護度に変更（重度になった場合は変更せず）
②更新前より重度になった場合、
前回の要介護度に変更（軽度になった場合は変更せず）
③ 更新前より軽度になっても重度になっても前回の要介護度に変更
今後は、更新申請時にケアマネージャーまたは、役場の住民ほけん課窓口にてご確
認ください。

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。
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