
1

http://www.ichikai-shakyo.org/

第54号 平成28年７月31日

①赤羽

②多田羅

⑤上根
③市塙

⑧文谷

⑨田野辺

⑩杉山

⑪大谷津

⑮塩田

⑫続谷

⑬刈生田

⑭羽仏

⑯見上
⑮竹内西

⑯竹内東

④石下

⑥笹原田

⑦
椎谷

　　

⑦椎谷公民館 ８月 25日（木）
⑧文谷公民館 ８月 26日（金）
⑨田野辺公民館 ８月 29日（月）
⑩きらり館  ８月 31日（水）
⑪大谷津公民館 ９月   １日（木）
⑫続谷公民館 ９月　２日（金）
⑬刈生田公民館 ９月　５日（月）
⑭羽仏公民館 ９月　６日（火）
⑮塩田公民館 ９月　７日（水）
　（塩田・竹内西）
⑯琴平公民館 ９月　８日（木）
　（見上・竹内東）

大字単位
地域ふくし活動座談会を
下記の日程で開催します
小貝小学校区座談会予定

　　

③福祉センター　８月19日（金）
④石下公民館　　８月20日（土）
⑤上根公民館　　８月22日（月）
⑥笹原田公民館　８月23日（火）

市貝小学校区座談会予定

赤羽小学校区座談会予定

①ふれあい館　　８月17日（水）
②多田羅公民館　８月18日（木）
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　これからも、安心して地域で生活していくためには、日常の「困った
（課題）」を地域のみんなで話し合って共感して、その「困った（課題）」
を、地域に住む住民が、どういう活動を展開していくかを話す場面になり
ます。

【協議の前の注意事項】
交通の足の問題については、すべての項目といたします。　　
8項目のことの全てに交通手段の確保は、課題となっているので、事前調査の結果を基に課題提起いたし
ます。

表紙の日程で、大字公民館・町公民館等をお借りして開催します。

時　　　　間　　18:00～19:30（約１時間30分程度で予定しております）※一部の地域では時間帯が異なります。

内　　　　容　　　市貝町の現状と課題について説明した後、参加者全員で、中段イラストの８項目につ
　　　　　　　　いての課題について話合いを行います。

参加について　　　座談会への参加は自由になります。（事前申込等不要）
※大字単位で開催し広さを確保できる公民館で開催を予定
　しておりますので、お住まいの自治会公民館で開催され
　ない場合があります。

座談会のルール　意見を出し合う時には、出た意見を否定することは禁止です。
　　出し合った意見について、話し合うように進行します。

地域福祉活動座談会って何をする場なの？？地域福祉活動座談会って何をする場なの？？地域福祉活動座談会って何をする場なの？？

座談会について座談会座談会について座談会について

大字単位　地域福祉活動座談会開催時の協議事項８項目（課題及び活動提起）

　困った・困っていること（黄緑）　　　困った・困っていること（黄緑）　　
「自分/みんな」が「今/これから」取り組めること（ピンク）「自分/みんな」が「今/これから」取り組めること（ピンク）

８項目のうち
最低３項目

子ども・子育ての安全

医療

高齢者
（閉じこもり）

経済困窮

障害者
（閉じ籠り・引き籠り）

近所付き合い

外国人

環境・土地
（環境保全・ゴミ屋敷）

売 地
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収　　入　　　　　　（単位：円）
勘 定 科 目 決  算  額

会費収入 2,490,600
寄付金収入 822,325
経常経費補助金収入 13,805,658
受託金収入 8,369,616
事業収入 3,868,802
受取利息配当金収入 80,442
その他の収入 800
施設整備等による収入 0
その他の活動による収入 0
区分間繰入金収入 2,000
前期末支払資金残高 5,869,804
収入合計 35,310,047

支　　出　　　　　　（単位：円）
サービス区分 決  算  額

法人運営事業 17,398,137
すぎのこ基金事業 728,357
ボランティア協力基金事業 172,673
生活福祉資金事業 76,616
共同募金配分事業 2,255,658
配食サービス事業 1,251,800
放課後児童健全育成事業 7,007,200
生きがいデイサービス事業 202,800
心配ごと相談事業 140,000
小口資金貸付事業 207,002
支出合計 29,440,243
当期末支払資金残高 5,869,804

平成２7年度 市貝町社会福祉協議会決算報告

平成２7年度 平成２7年度 市貝町社会福祉協議会事業報告市貝町社会福祉協議会事業報告
１　福祉サービス事業 ６　各種相談事業の実施
①在宅福祉サービス

　（配食サービス・傾聴ボランティア・生活用具貸与）

②介護予防事業（いきいきサロン・友愛活動）

③青少年福祉事業（放課後児童健全育成事業）

①総合相談事業の充実（生活困窮事業）

　町民の抱える生活・福祉問題等の総合相談

②心配ごと相談事業

２　権利擁護・自立支援事業 ７　県関連担当団体
①日常生活自立支援事業

②権利擁護の普及・啓発活動

③生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業）

④セーフティーネット事業（小口資金・フードバンク）

①社会福祉法人共同募金会 市貝町支会

　赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金

②日本赤十字社栃木県支部 市貝町分区

　日赤社資募集の推進

３　ボランティア・住民活動の支援 ８　法人役職員研修事業
①ボランティアセンターの機能充実

②ボランティア連絡協議会の運営

③ボランティア活動助成事業

④災害ボランティアセンター機能の充実

県・県社会福祉協議会が主催する各種研修への

役職員の参加

４　地域福祉活動推進事業 ９　福祉団体育成・支援事業
①福祉教育の推進・充実

　（児童対象・住民対象・高校生ボランティア支援）

②社会参画の促進

　（シニアクラブ・社会奉仕活動・障害者福祉）

シニアアアクティブクラブ・障がい者福祉団体・

母子寡婦福祉会・更生保護女性会・遺族会・

ボランティア連絡協議会への支援

５　運営体制の充実強化
①理事会・評議員会の開催

②経営の透明性の向上

③コミュニティーソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の配置

④情報発信（広報誌・ホームページ）

⑤主財源の確保（会員増強・すぎのこ基金・

ボランティア協力基金・モデル事業等の受託）

⑥地域福祉活動計画の策定

⑥善意寄付事業の推進
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この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。

社会福祉法人　市貝町社会福祉協議会
住　所：市貝町市塙 1720 番地 1（市貝町保健福祉センター内）
電　話：0285 － 68 － 3151　
ＦＡＸ：0285 － 68 － 3553
Ｈ　Ｐ：http://www.ichikai-shakyo.org/

全ての連絡・相談・お問い合わせ先全ての連絡・相談・お問い合わせ先

　チャリティーゴルフコンペは、スポーツを通じて参加者相互の交流を図り、「地域福祉を推
進する活動を実施している団体への支援」の応援資金の確保を目的として、地域のゴルフ愛
好者が構成員とする実行委員会方式で実施する事業です。
　町民の皆様の多くのご参加をお待ちしております。
日　　時　平成 28年 9月 27日（火）
会　　場　芳賀カントリークラブ
申　　込　自治会回覧申込み・ＦＡＸ
プレー費　６，０００円
参　加　費　３，０００円
連　絡　先　市貝町社会福祉協議会　電話 ６８－３１５１　ＦＡＸ ６８－３５５３

第16回　福祉チャリティーゴルフコンペ参加者大募集

「特別・賛助会員名簿（平成27年
度）」の賛助会員名に誤りがあり
ました。
お詫びして訂正いたします。

訂正前　
㈲ジェイイーティーファーム

↓
訂正後

㈱ジェイイーティーファーム

　保健福祉センター内募金箱にお寄
せいただいた義援金11,720円は、日
本赤十字社を通して被災された方々
へお届けしました。
　皆様のご協力に感謝するととも
に、被災地の1日も早い復興をお祈
り申し上げます。

※募金箱の設置は終了しましたが、窓口
での受付は引き続き行っています。
（平成29年3月31日まで）

「平成28年熊本地震」
義援金募金のお礼

寄付・善意のおくりもの寄付・善意のおくりもの
すすぎぎののここ基金寄基金寄付付

H28.5 月～H28.7 月

第 29回　南部地区
公民館親善ゴルフ
大会実行委員会

50,000

単位＝円

（敬称省略）

善善意の意のおおくくりりもものの
H28.5 月～H27.8 月

　　　匿名 オムツ類・介護用品

　　　匿名 めんつゆ・缶ジュース
（フードバンクへ）

市塙　㈲高木組 畳（生活困窮世帯へ）

上根　平澤　英子 缶詰（フードバンクへ）

宇都宮市　
株式会社ケイエムシー
代表取締役　加藤　紀夫

パンの缶詰２箱（フードバンクへ）

市塙　　小林 ハガキ 100 枚

　　　　匿名 玄米 60kg（フードバンクへ）

田野辺　小沼　キミ きゅうり（学童保育へ）
（敬称省略）

社協だより第53号の
訂正について


