ご寄付

善意のご寄付をいただきありがとうございました

・牧之原市経済活性化 戦略会議 様 5,494円
・先生 勝美 様 タオルケット4枚、毛布1枚、
シーツ3枚他
・匿名 様 寝間着9着

今回は勝間田ほがらかサロンのおばあちゃん達
と七夕飾りを作ってみんなでステキな時間を過ご
しましょう。
【日 時】7月3日㈭ 10:00 ～ 11:30
【会 場】勝間田会館
【内 容】七夕をみんなで楽しもう！
【持ち物】はさみ・のり
【問合せ】相良事務所 ☎52-3500

ボランティア茶ロン
ボランティアに興味がある方や現在活動されて
いる方、みんなで交流しませんか？
【日 時】7月1日㈫ 10:00 ～ 11:30
【会 場】相良生き生きセンター
【問合せ】相良事務所
＊当日は、切手の整理など気軽に
できることをご用意しております。

ご自身の歩行やこれからの生活に、もし盲導犬が来た
らどんな生活になるか？世話は？費用は？など様々な疑
問があります。今回、その疑問にお答えしそして実際に
盲導犬を触り、歩く体験をしていただきたいと思います。
【日 時】 7月6㈰ 10:00 ～ 15:00
【会 場】 相良総合センターい～ら
【内 容】 ・盲導犬歩行の体験 ・犬の世話についての
紹介 ・その他、補助犬法、盲導犬貸与に
ついての手続きについて
【対象者】 視覚障がいの方（手帳の有無や等級は問いま
せん）とご家族
視覚障がいの方に対して支援をされている方
【費 用】 無料
【申込み・問合せ】
公益社団法人静岡県視覚障害者協会（蓮池悟志）
〒421-0523 牧之原市波津623-3
☎0548-52-1208(FAXも同じ)
事前にお電話又はFAXでお申し込みください。
当日の飛び入り参加も可能です。

法律相談（弁護士・行政相談員・人権擁護委員）
【会 場】市民相談センター
【日 時】7月2日㈬、16日㈬〔第1・第3水曜日〕
【時 間】10:00 ～ 15:00
※受付は当日8:30 ～（先着8名）となります。（電話
予約のみ）
心配ごと相談（民生委員・司法書士）

【会
【日
【時

場】市民相談センター
時】7月9日㈬、23日㈬〔第2・第4水曜日〕
間】9:00 ～ 11:30

福祉総合相談・ボランティア相談

【会
【日
【時

場】相良事務所
時】毎週月～金曜日
間】8:15 ～ 17:00
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ふくしだよりはみなさまからいただいた会費と赤い羽根共同募金で発行しています（再生紙）

みんな !!
～
集まれ

締切
7/29まで
定員20名

夏の手話講習会受講生募集！
「手話」の基礎を学ぼう！
【日 時】
第1回 7月30日㈬ 開会式・講演会
第2回 8月６日㈬ 学習(あいさつ・名前を覚えよう)
第3回 8月20日㈬ 学習(自己紹介をしよう)
第4回 8月27日㈬ 学習(簡単な会話をしてみよう)
【時 間】各回とも19:30 ～ 21:00

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」
）

牧之原

【定

員】 20名(年齢・性別は問いません。
中学生以下は保護者同伴でお願いします)
【会 場】 さざんかボランティア室(7月30日はさざんか
会議室)
【申込み】 相良事務所 ☎52-3500
【主 催】 牧之原市手話サークル・フレンド
【締 切】 7月29日まで

０歳児から未就園児の子どもと保護者が、季節の行事などを楽しみながら、友達作りや育児の
情報交換の場として毎月１回開催しています。開催時には、主任児童委員の方の協力をいただき、

貸付相談

【会 場】相良事務所
【日 時】毎週月～金曜日
【時 間】8:15 ～ 17:00
※貸付を受けるには条件があります。（資金によって
貸付までの日数が異なります）

障がい者の生活相談

毎週月～金曜日（8:15～17:00）

【問合せ】
生活支援センターつばさ（☎53-2610（相良地区）
）
生活支援センターやまばと（☎29-0223（榛原地区）
）

在宅介護
（介護機器）
相談

【問合せ】
地域包括支援センターさがら（☎53-1900（相良地区）
）
地域包括支援センターオリーブ（☎22-8822（榛原地区）
）
※お電話は24時間受け付けます。

育児の心配ごとや生活のお悩みなども気軽に相談できます。イクメンも、妊娠中の方もみんなを

“のびのび子育て井戸端会議”
にようこそ

のびのび子育て井戸端会議

盲導犬体験歩行会のお知らせ

誘ってぜひどうぞ♪

①

相良事務所

〒421-0524 牧之原市須々木140番地
（牧之原市相良総合センターい〜ら内）
☎0548-52-3500 FAX0548-52-5585
E-mail:csw-sagar@po2.across.or.jp

③ 相良デイサービスセンター …… ☎ 52-5553
④ 地域包括支援センターさがら … ☎ 53-1900
⑤ 相良ホームヘルプサービス事業所 ☎ 53-2212
⑥ 相良居宅介護支援事業所 ……… ☎ 87-2327
⑦ 生きがいデイあしたか ………… ☎ 52-5768
⑧ 生活支援センターつばさ ……… ☎ 53-2610

②

榛原事務所

〒421-0422 牧之原市静波172番地1
（牧之原市老人福祉センター龍眼荘内）
☎0548-22-5187 FAX0548-24-1166
E-mail:csw-haiba@po2.across.or.jp

⑨ デイサービスセンターうたり … ☎ 22-4419
⑩ 榛原ホームヘルプサービス事業所 ☎ 24-1165
⑪ 榛 原 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 ……… ☎ 22-6520
ホームページ
http://www.makinohara-shakyo.jp

平成 25 年度 牧之原市社協事業報告及び決算報告
市民の皆様をはじめ、地域関係者のご支援とご協力により「ふれあいを大切にした 生涯安心して暮らすことのできる
目標に、様々な福祉事業を実施することができました。皆様に感謝を申し上げ、ここに主な事業報告をいたします。

❶ 安心して暮らせる未来のまちづくり
●心配ごと相談（毎月第2、第4水曜日）
●法律相談（毎月第1、第3水曜日）
（平成25年7月と平成26年3月に開催）
●素敵な出逢い「ラッキーパーティー」
●社協広報紙「ふくしだより」の発行（毎月15日に自治会を通じて各戸配布）
●ホームページの充実
●日常生活自立支援事業（13件）
●福祉車輌貸出事業（6台／延べ1,023人）
●心身障がい児（者）等通園（所）費補助（延べ266人）
●給食サービス事業（34回／配食延べ1,179食）
●ふれあい食事会（4回／参加者延べ147人）
●災害ボランティアセンター立ち上げ訓練（平成25年9月と平成26年2月
に実施）
●災害支援活動
●子育て支援冊子の発行（800部）
●のびのび子育て井戸端会議（参加者延べ272組の親子（延べ585人））
●児童館まつり（平成25年8月に開催）

❷ 共に助け合う地域づくり
●地区代表者連絡会（1回／参加者延べ75人）
●三世代交流事業（2回／参加者延べ113人）
●活き活き塾（6回／参加者延べ75人）
●地区福祉映画上映会（相良総合センターい～ら／参加者136人）
●ふれあい・いきいきサロン事業（38サロン／対象者延べ13,434人・協
力員延べ3,281人）
●サロン事業連絡会（参加者31人）
●サロン作品展（出展11サロン）
●サロン啓発パンフ作成
●見守り支援ネットワーク事業の検討
●福祉施設交流会（8施設／参加者219人）
●ふれあい運動会（地頭方小学校／参加者82人）
●ふれあい広場（参加団体36団体・来場者約2,000人）

❸ 地域福祉を支える担い手づくり
●ボランティアニーズ調査の実施
●ボランティアコーディネート体制の充実
●サロン協力員講習会（4回／参加者延べ79人）
●サロン協力員懇談会（1回／参加者45人）
●サロン代表者視察研修（掛川市社会福祉協議会／参加者7人）
●サマーショートボランティア（参加者50人）
●親子福祉体験講座（ワークセンターやまばと・特別養護老人ホームうた
しあ・第2こづつみ作業所／ 17人）
●学校でできるボランティアの実施
●ボランティア茶ロン（2回／参加者31人）

資金収支

（単位 ： 円）

資産の部

会費収入 4,601,930

まちをつくろう」を

●災害ボランティアコーディネーターの育成・充実・連携の定例会（13回）
●災害ボランティア交流
●学校での福祉体験学習（5小・1中学校・1施設）
●障がい者を理解するための講座の実施
●みんなの描く福祉作品コンクール（応募者42人）
●エコキャップ運動の推進【回収総重量】484.5kg
●ふくし体験講座の実施

寄附金収入 2,038,585
その他の収入
21,402,170
経理区分間繰入金収入
31,090,482

前期末
支払資金残高
107,830,647

受取利息配当金収入
564,909
雑収入
3,067,111
利用料収入
1,952,509

流動資産

経常経費補助金収入
57,141,600
事業収入 6,114,950
貸付事業等収入
620,810
共同募金配分金収入
4,630,816

639,225,457円

移動支援費等収入
3,343,600

負担金収入 453,800

介護保険収入
293,072,327

●社協会費
・普通会費（1口300円）11,743口 3,522,930円
・特別会費（普通団体・個人1口1,000円）184口 184,000円
（特別団体1口5,000円）4口 20,000円
・賛助会費（1口5,000円）175口 875,000円
●介護保険事業の経営
●理事会・評議員会・監査会
●雇用促進への取り組み
●障がい児(者)福祉団体への支援
●ボランティア活動への支援
・相良ボランティア連絡会（8部会／登録者延べ45人）
・榛原ボランティア連絡会（13グループ／登録者延べ206人）
●県生活福祉資金貸付事業(1件)
●市福祉資金貸付事業(10件)
●第2次地域福祉活動計画の策定
・地域座談会の開催（10回／ 277人）
・作業部会の開催（5回）
●社協職員研修（スキルアップ研修・災害ボランティア立ち上げ訓練 他）
●赤い羽根共同募金配分金事業（一般募金・歳末たすけあい募金）

❺ その他
●居宅介護支援事業（相良・榛原居宅介護支援事業所）
●訪問介護事業（相良・榛原ホームヘルプサービス）
●通所介護事業（相良デイサービスセンター・デイサービスセンターうたり）
●利用料の減免措置
●指定管理施設の管理（相良いきいきセンター・相良デイサービスセン
ター・デイサービスセンターうたり・相良総合センターい～ら）
●当事者組織等の育成と連絡調整
●支援組織との連携
●施設入浴サービス事業（922回／延べ151人）
●移動支援事業（1,114.75時間／延べ177人）
●日常介護用具総合貸与事業（3人）
●介護予防通所事業（延べ6,846人）
●機能訓練事業（48回／延べ174人）
●包括支援センター 総合相談支援業務
（延べ3,197人）

介護予防拠点施設管理経営事業
14,584,649
法人運営事業
112,394,104

支出合計

546,196,465円

居宅介護等事業
13,187,796
共同募金配分金事業
4,958,392

介護保険事業
318,508,100
収支差引残高

預貯金

54,077,140

未収金

61,351,159

固定資産

473,685,127

基本財産

2,000,000

その他の固定資産
資産の部合計

471,685,127
589,213,426

流動負債

22,499,307

未払金

21,628,633

預り金

870,674

固定負債

98,319,750

退職給与引当金

生活支援センター事業
14,795,188

障害福祉サービス事業
30,315,309

100,000

負債の部

相良総合センター管理事務事業
6,047,694

地域包括支援センター事業
30,834,423

115,528,299

現金

受託金収入 71,095,871

収入合計

自立支援費等収入
30,203,340

❹ ふくしのまちの基盤づくり

貸借対照表

福祉資金貸付事業
570,810

負債の部合計

98,319,750
120,819,057

純資産の部
基金

245,797,567

その他の積立金

128,909,541

次期繰越活動収支差額

93,687,261

純資産の部合計

468,394,369

負債・純資産の部合計 589,213,426

93,028,992円は次年度へ繰越

サロン協力員講習会のお知らせ
本年度は、地域のお仲間がいつまでも元気で過ごしていくため
の秘訣をお伝えしながら、楽しくサロン活動が運営できるよう講
習会を開催いたします。
協力員ボランティアだけでなく、サロンを支える民生委員の方
や内容に興味があるサロン参加者も大歓迎です！みなさまのご参
加をお待ちしております。
内

ご自由に
お越し
下さい！

回

日時・会場

容

1

7 月 22 日㈫
13:30 ～ 15:00
い～ら

ミニ講話～改めまして！社会福祉協議会です～
講師：社会福祉協議会 相談支援員係
夏におすすめ♪レクリエーション紹介

2

9 月 2 日㈫
13:30 ～ 15:00
い～ら

ミニ講話～私たちの心と身体の変化について～
講師：地域包括支援センター保健師
秋におすすめ♪レクリエーション紹介

3

11 月 5 日㈬
13:30 ～ 15:00
い～ら

ミニ講話～知ってる !? 私たちの地域のこと～
講師：地域包括支援センター職員
冬におすすめ♪レクリエーション紹介

4

1 月 13 日㈫
13:30 ～ 15:00
い～ら

ミニ講話・実技～元気発信地！介護予防拠点施設って何 ? ～
講師：介護予防拠点施設職員
春におすすめ♪レクリエーション紹介

