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会場案内図は２ページ～３ページをご覧ください。
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＜予定ブース＞（50⾳順）
・NPO法⼈アクセシブル・ラボ…………次世代型電動⾞椅⼦試乗体験
・社会福祉法⼈市⾙町社会福祉協議会
 市⾙町更⽣保護⼥性会…………………ドリンク（100円）
・社会福祉法⼈市⾙町社会福祉協議会
 市⾙町⾚⼗字奉仕団……………………災害時炊き出しごはん（無料）
・社会福祉法⼈市⾙町社会福祉協議会
 事務局…………………………………… ポップコーン・わたがし・スーパーボールすくい         

わなげ（無料）
・社会福祉法⼈こぶしの会
 けやき作業所・お菓⼦⼯房ピケ………焼きそば・フランクフルト・クッキーなど（100円〜）
・社会福祉法⼈同愛会
 光輝舎……………………………………かき氷（100円）・さっちゃんグッズなど
・社会福祉法⼈的場会
 特別養護⽼⼈ホーム杉の樹園…………わたがし機械提供
・社会福祉法⼈真岡市社会福祉協議会
 真岡さくら作業所………………………染⾊製品など
・町内農家寄付……………………………ナス詰め放題（無料）
・HondaCars栃⽊…………………………福祉⾞両展⽰
・道の駅サシバの⾥いちかい
 カフェ三四⼋……………………………コーヒー・ジュースなど（100円〜）

順）
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おすすめコース（プレゼントたくさん）
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　平成30年６月８日の理事会、６月25日開催の評議員会において、平成29年度の事業報告及び
収支決算について承認されましたので、ご報告致します。

平成29年度　市貝町社会福祉協議会事業報告及び決算平成29年度　市貝町社会福祉協議会事業報告及び決算平成29年度　市貝町社会福祉協議会事業報告及び決算

社会福祉を目的とする事業の実施
（１） 福祉サポーター養成の充実
　①　傾聴サポーターの養成　　　　　　　　②　コミュニティフレンドの養成
　③　災害時サポーター・安全法講座の開催　④　ボランティア入門講座の開催
　⑤　福祉教育サポーター養成講座の開催　　⑥　終章学理解講座の開催
（２）出前福祉教育講座の充実
　①　出前福祉講座の開催　　　　　　　　　②　福祉教育・ボランティア推進連絡会の開催
　③　福祉教育成果物の作成

福祉活動への住民の参加のための援助
（１）地域福祉座談会の実施　１４地区　延べ 105 名参加
（２）シニア組織の支援の充実
　①　シニア組織支援の充実　　平成 29年度末　19クラブ　693 名
　②　社会奉仕活動の推進　　　小中学校社会奉仕活動への参加　全 11回　延べ 175 名
（３）障害者福祉支援の充実
　①　障がい者スポーツ事業の開催　　　②　交流学習事業の開催
　③　外出訓練事業への支援　　　　　　④　レクリエーション事業の開催
　⑤　益子町、茂木町、市貝町３町スポーツ交流事業の支援
　⑥　障がい者の居場所づくりの推進　　年 13回開催　延べ 205 名参加

社会福祉を目的とする事業関する調査、宣伝、連絡、調整及び助成
（１）広報・周知・啓発等情報発信の充実　　社協だよりの発行、ＳＮＳでの情報発信
（２）社会資源マップの作成

権利擁護の普及・啓発活動、さまざまなニーズに応じたサービスの提供
（１）日常生活自立支援事業の実施　　　　支援対象者　延べ 23名
（２）あんしんサポート支援事業の実施　　支援対象者　　　　1名
（３）車いす等福祉機器無料貸出し　　　　車いす 24回　チャイルドシート　3回
（４）成年後見制度普及啓発事業　　　　　モデル地区２地区で開催
（５）ひとり親家庭日常生活支援の実施　

社会福祉と関連する事業との連携
（１）コミュニティソーシャルワークの推進　　（２）視察研修の受入、研修事業への協力
（３）ボランティアセンター機能の充実　　　　（４）ボランティア活動者への支援
（５）災害ボランティアセンター機能の充実及び災害時活動の普及啓発
（６）共同募金運動の実施、配分・助成事業への支援
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収　　　入　　　　　（単位：円）
勘 定 科 目 決  算  額

会費収入 2,450,500
寄付金収入 812,043
経常経費補助金収入 14,834,965
受託金収入 16,296,152
貸付事業収入 502,843
事業収入 4,415,950
受取利息配当金収入 108,447
その他の収入 18,000
施設整備等による収入 0
その他の活動による収入 0
前期末支払資金残高 6,281,021
収入合計 45,719,921

支　　　出　　　　　（単位：円）
サービス区分 決  算  額

法人運営事業 18,335,539
すぎのこ基金事業 920,100
ボランティア協力基金事業 0
生活福祉資金事業 76,927
共同募金配分事業 2,479,965
配食サービス事業 1,463,434
放課後児童健全育成事業 6,649,015
生きがいデイサービス事業 200,000
心配ごと相談事業 140,000
総合相談事業 10,574,664
小口資金貸付事業 502,843
支出合計 41,342,487
当期末支払資金残高 4,377,434

平成２9年度 市貝町社会福祉協議会決算報告

委託事業の管理、経営
（１）生活福祉資金貸付事業・臨時特例つなぎ資金事業　（県社協委託）
（２）放課後児童健全育成事業（町委託）　　　延べ 8,898 名利用
（３）心配ごと相談事業（町委託）　　　　　　49日開設
（４）配食サービス事業（町委託）　　　　　  48 回実施　延べ 2,134 食　　　　　　　　
　　　　　　　　調理ボランティア延べ 259 名　運転ボランティア 166 名協力
（５）生きがいデイサービス事業（町委託）　　17日開催　延べ 259 名参加
（６）ひとり親家庭向け小口資金貸付事業　（県ひとり親連合会事業）
（７）総合相談体制整備事業　国モデル２事業

その他法人の目的達成に必要な事業
（１）日本赤十字社市貝町分区活動の推進
（２）障がい者相談支援事業実施に向けた職員研修
（３）善意寄付、フードバンク事業の推進
（４）生活困窮世帯への支援
（５）町内福祉団体の育成及び支援　10団体
（６）法人の組織強化及び職員のスキルアップ
（７）ＣＳＷの配置

新任の理事及び評議員の紹介の理事及び評 員の紹介新任の理事及び評議員の紹介
役　職 選出区分 氏　名 任　　　　期

理　事 地域代表 田中正浩 平成 30年 6月 25日～
平成 30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで

評議員
商工団体の代表者 庭野晃夫 平成 30年 6月 12日～

平成 32年度会計年度の決算にかかる定時評議員会まで関係行政職員 木性正樹
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災害義援金、支援金に
ご協力くださいご協力ください

　本会では、小中学校との連携強化
を図るため、地域連携会議への参加
や学校支援ボランティアコーディ
ネーターの配置を行っています。
　本会が支援している各種団体と協力して、地域
で子どもたちを支える仕組み作りを推進していま
す。皆様も地域で子ども達を支える活動に参加し
てみませんか？

　市貝町共同募金会・日本赤十字社市貝町分区では、
現在下記の義援金及び支援金を募集しています。
　寄付いただきました義援金は、被災県に設置され
た義援金配分委員会を通じ全額を被災された皆様や
被災地を支援する方にお届けいたします。
　皆様の温かいご支援をお願いします。
【募集中の義援金】
(1)名　　称　平成30年7月豪雨災害義援金
(2)受付期間　 平成30年7月10日（火）から同年 9月

28日（金）まで
(3)使いみち　被災者へのお見舞金
【募集中の支援金】
(1)名　　称　 平成30年7月豪雨災害 ボランティア・

NPO 活動サポート募金（ボラサポ・
豪雨災害）

(2)受付期間　 平成30年7 月10日（火）から同年9月
28日（金）まで

(3)使いみち　 被災地で活動するボランティア・ＮＰ
Ｏ団体の活動資金に対する助成

(4)取　扱　い　 平成 30年7月5日からの、平成30年7
月豪雨災害に対する活動にかかる費用
を対象に助成します

①福祉チャリティーゴルフ
　第18回福祉チャリティーゴルフ大
会を９月下旬に開催を予定していま
す。日時、会場などが決まりましたら
自治会の回覧文書を通して皆様にご案
内差し上げます。
　自治会、愛好会などお誘いあわせの
上、ご参加ください。
②手話入門講座
　毎回多くの参加者で賑わう、手話入
門講座を予定しております。
　開催は、学生なども参加できるよう
土日での開催を調整しています。
　講座内容は、あいさつ、自己紹介、
簡単な会話を表現できるような手話を
理解する入門編で構成します。

秋の事業予定秋の事業予定

【みなさんの特技が活かせます】

レッツゴー町探検 福祉教育シニアクラブ　
小中学校での社会奉仕活動

習字補助 ミシン操作
補助

畑作業の
体験補助 将棋

学校との地域連携学校との地域連携学校との地域連携
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　生活、仕事、健康、お金、福祉サービスなど“どうしよう”と考える不安な気持ちは、早い段階でご相
談をください。

　ご相談内容は守秘義務で守られます。
　また、各種相談に来所することが困難な方には、担当者が自宅などに訪問し相談を受けることも可能です。

　自治会活動、地域福祉活動、育成会活動などで“何しよう”と
思ったら、本会へご連絡ください。担当者が企画の段階からお手
伝いをさせていただきます。
　ご相談内容の活動の趣旨に沿った講座などの提案をさせていた
だきます。自治会公民館等で開催可能ですので、活用ください。

　高齢の方、障がいのある方が安心して生活できるよう、日常的なお金の管理などのお手伝いをします。
・日常的なお金の管理　　預金の入金や払い戻し、医療費、公共料金などの支払いの代行
・大切な書類の保管　　　預金通帳、年金証書、印鑑等などの保管
・福祉サービス利用援助　福祉サービスの情報提供　※なお、利用にあたっては契約を結ぶ必要があります。

●利用料 相談から契約まで 福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理 書類等の預かり
無　　料 １回（概ね１時間）1,000円 月額500円

●お問合せ　市貝町社会福祉協議会　あすてらす担当　☎68－3151

　ご家庭に眠っている食品の寄付にご
協力ください。
　本会では、ご寄附いただいた食品等
を一時的に困窮している方へ無償で食
糧を提供する“フードバンク”事業を
実施しています。

フフーードドババンンクク市市貝貝かかららののおお知知ららせせ

○寄付をいただく際のお願い○
・賞味期限が概ね１か月以上あるもの　・未開封であるもの　・常温保存が可能なもの

８月 31 日のふ
くしまつり時に
フードバンク臨
時受付ブースを
設置します

ご活用ください“出前講座”ご活用ください“出前講座”ご活用ください“出前講座”
（幼児安全法講習風景）

 例　話の聴き方講座・認知症サポーター講座・災害防災に関する講座

 　　福祉の制度に関する講座・レクリエーション推進講座など

困りごとや心配ごとなどがありましたらご連絡ください困りごとや心配ごとなどがありましたらご連絡ください困りごとや心配ごとなどがありましたらご連絡ください

日常生活自立支援事業（あすてらす）の紹介常生活自立支 事 （あすてらす）の紹介日常生活自立支援事業（あすてらす）の紹介

●心配ごと相談所
開催時間　毎週金曜日　午後1時30分～午後4時
　　　　　（お盆、祝日、年末年始は閉所）
場　　所　市貝町保健福祉センター　相談室
相 談 員　 民生委員、人権擁護員、

行政相談員、福祉協力員
などが対応します。

●ふくし総合相談（常設相談）
窓　口　市貝町社会福祉協議会
時　間　平日（午前8時30分～午後5時15分）
場　所　市貝町保健福祉センター
電　話　0285-68-3151
ＬＩＮＥ　080-8887-7854　
　　　　※電話番号でともだち追加してください。

※ 少人数でも、お子様同席でも講
座の開催は可能です

す
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　福祉の仕事に就きたい方と求人事業所との相談会です。福祉の仕事や資格の相談もできます。
●問い合せ　栃木県社会福祉協議会　福祉人材・研修センター　☎ 028-643-5622

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　ＬＩＮＥ：080-8887-7854　
ＦＡＸ：0285 － 68 － 3553　　※電話番号でともだち追加してください。
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

善意のおくりもの善意のおくりもの・・フードバンクフードバンク・・困窮世帯困窮世帯  へのへの寄付寄付
善意の寄付善意の寄付

H30.4 月～H30.7 月

天昇堂友の会平安　会長　相田英二
第２２回チャリティゴルフ大会 157,850

第３１回南部地区自治公民館対抗親善
ゴルフ大会実行委員会 28,355

連合栃木芳賀地域協議会 10,000
匿 名 切手（82円×10枚）

単位＝円

善善意の意のおおくくりりもものの

フードバンク・困窮世帯へフードバンク・困窮世帯へ

H30.4 月～H30.7 月

H30.4 月～H30.7 月

田野辺 小沼　キミ じゃがいも
赤　羽 柳　　昭示 じゃがいも

匿　名 ジュース・粉末スープ
匿　名 お菓子
匿　名 非常食・麺類
匿　名 油・非常食
匿　名 粉ミルク・お菓子
匿　名 玄米90ｋｇ
匿　名 非常食・麺類

（敬称省略）

（敬称省略）

（敬称省略）
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