
　　　❀予選会結果❀
　　　 　　　　　　　（敬称略）
◎輪投げの部
優勝　志士庫第 6トーホーランド

◎ペタンクの部
優勝　下稲吉やまゆり会

◎グラウンドゴルフの部
優勝　川島とし子（美並第 3）
2位　齋藤　節男（逆西）
3位　岡部　八郎（トーホーランド）
4位　飯岡　祐治（美並第 2）
5位　生田目春好（下稲吉 2区）
6位　久保庭悦子（美並第 2）

輪投げの部優勝の皆さん グラウンドゴルフの部入賞の皆さん ペタンクの部優勝の皆さん

　6 月 21 日（木）、多目的運動広場を会場に、60 歳以上の方を対象としたいばらきねんりんスポーツ大
会かすみがうら市予選会を開催しました。
　予選を勝ち抜いた選手・チームの皆さんは、10 月 11 日（木）に笠松運動公園で開催される第 23 回
茨城県健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会へ出場します。

ともに生き　みんなと住み続けたい　思いやりのまちづくり
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　社会保障改革をはじめ、超少子高齢化型人口減少社会へ急速に進展する中、地域の生
活環境に合わせた福祉事業の取り組みが重要になると考えています。また、経済情勢や雇
用環境の厳しさにより低所得による生活困窮の問題、引きこもり等の社会的孤独の問題な
ど、地域における生活問題は深刻化し、広がっています。
　これらのことから、本会では、地域の支え合いの体制構築のため、ボランティアをはじめ、
地区社協など地域活動への助成等による支援に取り組んできました。
　また、生活困窮者への訪問支援や自立支援を図るために資金貸付、日常生活支援制度に
よる福祉サービスの利用援助、地域ケアシステムの推進を円滑に行うための福祉・医療・
保健関係者との連携強化に取り組みました。また、高齢者生きがい事業についても取り組ん
できました。
　さらに、ファミリーサポート事業を実施し、子育て世代に対する支援についても取り組んで
きました。

決算総額 ： 173,335,548円

収 入 合 計 173,335,548

項　目 項　目決算額 決算額
①会費収入
②寄付金収入
③経営経費補助金収入
④受託金収入
⑤貸付事業等収入
⑥事業収入

4,904,650
791,646

65,617,466
57,493,762

896,000
1,735,821

⑦負担金収入
⑧介護保険事業収入
⑨障害福祉サービス等事業収入
⑩受取利息配当金収入
⑪その他の収入
⑫前期末支払資金残高

139,000
19,148,154
11,354,893

611
72,061

11,181,484

収入の部

支出の部

（単位：円）

収 入 合 計 173,335,548

項　目 項　目決算額 決算額

（単位：円）

①法人運営事業
②共同募金配分金事業
③ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業
④地区社協育成事業
⑤福祉啓発推進事業
⑥食の自立支援事業
⑦生活福祉資金事業
⑧日常生活自立支援事業
⑨善意銀行事業
⑩小口貸付資金事業

58,764,960
7,650,486
746,658

1,460,409
1,485,724
145,398
47,316

528,720
975,739
715,000

⑪地域ｹｱｼｽﾃﾑ推進事業
⑫地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業
⑬子どもﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業
⑭いばらきねんりんスポーツ推進事業
⑮生活困窮者自立相談支援事業
⑯ファミリーサポート事業
⑰居宅介護支援事業
⑱指定管理事業
⑲当期末支払資金残高

15,524,263
11,494,471

141,000
148,000

20,124,191
1,800,000

17,981,807
19,709,207
13,892,199
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◆会務の運営
　１）理事会・評議員会の開催
　２）各種委員会の開催

◆自己財源の確保と社協活動の強化
　１）社協会員会費実績　　　　　4,904,650円
　２）民生委員児童委員協議会連合会との連携

◆社会福祉啓発活動及び広報活動
　１）社会福祉大会への参加
　　・第67回茨城県社会福祉大会へ参加
　　　市内顕彰者　県知事顕彰　　　　　１名
　　　　　　　　　県社協会長表彰　 　１１名
　２）広報紙の発行
　　・かすみがうら社協だよりの発行　　　年4回
  　                                            臨時号1回

◆研究及び研修への参加
　　・各種研修会等への参加

◆地域福祉活動
　１）地区社協体制の充実強化
　２）地域ケアシステム推進事業の充実
　　 ・要援護家庭のサービス利用調整など
　３）生活困窮者自立相談支援事業の実施
　　 ・生活自立相談支援窓口を開設
　４）生活困窮者家計相談支援事業の実施
　５）日常生活自立支援事業の相談受付・支援実施
　６）ひきこもり支援事業
　　 ・ひきこもりサロンの開催、支援研修会への参加

◆児童・青少年福祉
　１）インスタントシニア・車いす体験学習の指導
　２）日帰り福祉体験事業の開催
　３）児童・生徒のボランティア活動普及事業
　４）かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業の実施
　　　（下稲吉小学校）
　５）ファミリーサポート事業の実施

◆高齢者福祉
　１）『食』の自立支援事業の実施
　２）老人クラブ連合会への援助協力
　　 ・第56回茨城県老人クラブ大会へ参加
　　　県老連会長表彰　　2名
　　　会員増強運動特別賞　　１クラブ
　３）いばらきねんりんスポーツ大会への参加
　４）健康づくり事業への協力

◆障がい者福祉
　１）障害者福祉会への援助協力
　２）手をつなぐ育成会への援助協力
　　・第55回手をつなぐ育成会茨城大会への参加
　３）地域活動支援センター「作業所」の運営
　４）在宅障がい児者家庭交流事業の実施

◆母子寡婦及び父子家庭福祉
　１）母子寡婦福祉会への援助協力
　2）新入学児童へお祝い品の贈呈

◆救護対策
　１）生活福祉資金貸付の受付　　　　　 　　 2件
　２）小口貸付資金の貸付　　　　　　　　　18件
　３）歳末たすけあい援護金の配布　　　　 　96件
　４）歳末特別援護金配分事業の配布　　　　12件
　５）準要保護世帯中学卒業支度金の支給　 　 9件
　６）準要保護世帯小学校卒業支度金の支給　14件
　７）被災者世帯への見舞金の支給
　　半壊１件・一部焼失1件・一部破損1件・負傷1件

◆ボランティア育成強化対策
　１）ボランティア連絡協議会への援助協力
　２）ボランティア講座の開催
　　・高齢者レクリエーション講座 ・朗読講座 　　　　
　３）ボランティアセンターの運営
　　・ボランティア相談　・福祉教材の貸出
　　・ボランティアセンターだよりの発行（社協だより内）
　４）災害ボランティアセンターの啓発
　　・かすみがうら市防災訓練への参加

◆相談会の開催
　１）心配ごと相談所
　　・年間２４回実施（相談件数15件）
　　・相談員研修の実施
　２）なんでもかんでも相談
　　・年間12回実施（相談件数71件）

◆介護保険事業
　１）居宅介護支援事業所の運営

◆その他福祉事業
　１）福祉車両（車イス対応車両）の貸出　延べ170件
　２）車イス・ベッドの貸出　 　　　　　　延べ  66件
　３）善意銀行預託金品の受け入れ
　　・預託金　24件　791,646円
　　・預託品　27件（古切手・車イス等）
　４）おもちゃ図書館『ひよっこ』の実施
　５）子育て支援事業
　　・七夕まつり、クリスマス会の開催

◆日本赤十字社かすみがうら市地区
　１）社費増強運動の実施　4,217,500円
　２）災害救援に関する業務
　３）赤十字講習会の開催
　４）義援金の受付と送付
　　・東日本大震災義援金
　　・平成28年熊本地震災害義援金
　　・平成28年新潟県糸魚川市大規模火災義援金
　　・平成28年台風10号大雨等災害義援金
　　・秋田県大雨災害義援金
　　・平成29年7月5日からの大雨災害義援金
　　・平成29年台風18号災害義援金
　５）かすみがうら市赤十字奉仕団の設立
　
◆茨城県共同募金会かすみがうら市支会
　１）赤い羽根共同募金実績　　5,164,197円
　２）歳末たすけあい募金実績　 3,801,712円
　３）街頭募金の実施　　　　　  　 4,400円
　４）イベント募金の実施　　　　　18,191円

平成２9年度
事業報告
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◆管理業務
１）施設の保守点検、補修及び清掃
２）設備・器具の操作
３）施設経費に関すること
４）施設利用許可に関すること
５）節電対策

◆情報公開に関すること
１）ホームページに施設概要等を掲載
２）市広報誌への各種イベント情報の掲載

◆防犯・防災対策
１）防災訓練の実施　59名
　  訓練・消防車両等の展示
　  （協力：かすみがうら市西消防署）

◆健康づくりコーナー事業　
年間利用者数　９，63９名　　　　　　　　　　
足湯利用者数　4，659 名

◆会議室等貸出事業
年間利用数（会議室・相談室）328件

◆子育て支援センター事業　
１）子育てサロン　１6，798 名
２）季節のイベント実施
　  ・誕生会　113名　・七夕まつり　　248名　　　
　  ・水遊び　188名　・運動会　 　　  99 名
　  ・いもほり　41名　・クリスマス会　191名
　  ・おやつを作ろう　30名（更生保護女性の会、
　　 食生活改善推進委員の協力を得て実施）
３）子育て相談　284件
４）０歳児事業　205名
　　・ベビーマッサージ＆リズムうたあそび
　　・ベビーマッサージ＆スキンケア
　　・ファーストサイン
　　・親子撮影会　・マザーリトミック
　　・おうたとママのためのストレッチ
５）みんなであそぼう会　53名
　　・敬老の日プレゼント作り
　　・日赤幼児安全法講習
　　・クリスマスリース作り

◆来館者　４6，423 人（子育てサロン、健康づくり、足湯、会議室　等）

地域福祉センター やまゆり館 だより地域福祉センター やまゆり館 だより地域福祉センター やまゆり館 だより
　やまゆり館をご利用いただきありがとうございました。今年度も地域の皆さまが利用しやすいやまゆ
り館を目指します。
　子育てサロン同様に健康づくりコーナーもご利用ください。適度な運動で必要な筋力をつけません
か?筋肉量が多いと脂肪が燃えやすい体質になります。健康増進に、ボディシェイプに、ご活用ください。

健康
・子育

て

みん
なの笑

顔

平成２9年度【やまゆり館管理事業】事業報告平成２9年度【やまゆり館管理事業】事業報告平成２9年度【やまゆり館管理事業】事業報告
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　ベビーマッサージは、ママとふれあう心地よい安心感か
ら、赤ちゃんの心を安定させ、笑顔にさせるだけでなく、
安眠効果や夜泣き予防にも効果が期待できます。講師の
お話を聞きながら実際にマッサージを行って、ベビーマッ
サージを学んでみませんか！
　マッサージだけでなくリズムに乗って歌あそびをしたり、
スキンケアを学べる機会もあります。ぜひ、ご参加ください。

子育てサロン行事のご案内

予約制です。
　予約受付開始日や詳しい日程などは、お問
い合わせいただくか、毎月発行される市の広
報誌や、やまゆり館のホームページに載せて
いますのでご確認ください。
ＴＥＬ：０２９－８３２－５６０１
ホームページ：
http://kasumigauracity-shakyo.or.jp/yamayuri/

やまゆり館のランニングマシンやエアロバイクなどの室内運動器具でいい汗流しませんか！

　やまゆり館では、ベビーマッサージの他いろいろなイベント・行事を計画しています。
※ベビーマッサージ同様、事前のお申し込みが必要になります。詳しくは、直接お問い合わせいただくか、市の広報誌・
やまゆり館のホームページ、市の子育て支援ホームページ「かすみっ湖」にも情報が掲載されております。
「かすみっ湖」ＨＰ：http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp/page/dir001477.html をご覧ください。

☆季節のイベント実施☆
　・誕生会　・七夕まつり　・水遊び　・運動会　・いもほり　・クリスマス会　
　・おやつを作ろう　
☆みんなであそぼう会☆
　・ベビーマッサージ＆リズムうたあそび　・ベビーマッサージ＆スキンケア
　・ファーストサイン　・親子撮影会　・敬老の日プレゼント作り　・日赤幼児安全法  など

にこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージにこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージにこにこスキンシップ
に 参加してみませんかベビーマッサージ

健康づくりコーナー＆足湯コーナ―のご案内

足湯コーナー

　　　区　分　　　　　一日　　一ヶ月

障害手帳を有する方　　無料　　 無料

市内在住・在勤の方　200円　1,000円

上記以外の方　　　　500円　2,000円

健康づくりコーナー

　　　区　分 　　　　一日

市内在住・在勤の方  100円

上記以外の方　　　  200円

健康づくりコーナー
または子育てルーム 　 無料
の利用者

5社 協だより 第 56号

＊室内用運動靴をご用意ください



平成２８年熊本地震災害義援金
義援金は、社会福祉協議会で受付しております。（順不同・敬称略）

○ネットワーカー連絡協議会千代田地区

○ボランティア連絡協議会千代田地区

○今泉　邦子

8,049円

10,000円

5,000円

義　援　金　報　告

　募金箱を通して、心温かいご協力を頂きました。
集まりました義援金は、下記の義援金として送金
させて頂きました。
・東日本大震災義援金
・平成 28年熊本地震災害義援金
・平成 28年新潟県糸魚川市大規模火災義援金
・平成 28年台風 10号大雨等災害義援金
・秋田県大雨災害義援金
・平成 29年 7月5日からの大雨災害義援金

義　援　金　募　集
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平成２８年熊本地震義援金
平成 31年 3月31日まで

【日本赤十字社の義援金取扱い金融機関】
☆筑波銀行　県庁支店　普通 1141543
☆常陽銀行　本店営業部　普通 89731
☆茨城県信用組合　県庁前支店　普通 7552761
いずれも「日本赤十字社茨城県支部」
※振込み依頼書備考欄に「平成 28年熊本県地震災害
義援金」と明記ください。
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00130-4-265072」
口座加入者名「日赤平成 28年熊本地震災害義援金」
窓口でのお振り込みは、手数料無料。
ATMは有料となります。

【共同募金会の義援金取扱い金融機関】
☆筑波銀行　県庁支店　普通　1141536
☆常陽銀行　本店　普通　3751704
いずれも「社会福祉法人茨城県共同募金会熊本地震義
援金」
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00950-2-174321」
口座加入者名「熊本県共同募金会熊本地震義援金」

窓口でのお振り込みは、手数料無料。
ATMは有料となります。

東日本大震災義援金
（日本赤十字社茨城県支部扱い）
平成 31年 3月31日まで

☆常陽銀行　本店営業部　普通 89731
日本赤十字社茨城県支部　
※振込み依頼書備考欄に「東日本大震災義援金」と明
記ください。
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00140-8-507」
口座加入者名「日本赤十字社　東日本大震災義援金」

窓口でのお振り込みは、手数料無料。ATMは有料となります。

平成 29年 7月 5日からの大雨災害義援金
（日本赤十字社茨城県支部扱い）
平成 30年 9月28日まで

☆常陽銀行　本店営業部　普通 89731
日本赤十字社茨城県支部　
※振込み依頼書備考欄に「平成 29年７月５日からの大
雨災害義援金」と明記ください。
☆ゆうちょ銀行
口座記号番号「00190-2-696842」
口座加入者名「日赤平成 29年７月大雨災害義援金」

窓口でのお振り込みは、手数料無料。ATMは有料となります。

ご協力
ありがとうございました。

かすみん
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平成30年度　ボランティア活動保険について

万が一の事故に備えて、加入をお勧めしています。
日本国内でのボランティア活動中のさまざまな事故によるけがや損害賠償責任を補償する保険です。

と ぴ っ く す

 ボランティア連絡協議会の講演会が行われ
ました。
『まちづくりによる地域活性化とボランティア
の関わりについて』をテーマに、聖徳大学名
誉教授であり、NPO 法人全国生涯学習まち
づくり協会会長の福留　強氏を講師にお招き
しました。生涯学習の理念・意義を説明され
た後、ボランティア活動にも学習が必要であ
り、高齢化社会における独居・高齢者世帯
等の増加に伴い、各地域でボランティアが関
わる例をあげながら、地域間交流がまちづく
りに繋がることについて、パワーポイントを使
いわかりやすく、時にユーモアを交えながら
ボランティア活動に役立つお話を頂きました。

参加者からは、今後の地域で行う

ボランティア活動に大変役に立った

との意見が多数寄せられました。

かすみがうら市ボランティアセンターに登録されているボランティア、ボランティア団体。

日本国内における「自発的な意思により、他人や社会に貢献する無償のボランティア
活動」で、次の①～③のいずれかに当てはまる活動。
　①グループの会則に則り、企画・立案されたボランティア活動
　②社会福祉協議会（ボランティアセンター）に届け出た活動
　③社会福祉協議会に委嘱された活動
　※危険を伴う活動など、対象にならない活動もありますので、
　　詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせください。

（平成３０年度）加入手続き完了日の翌日から平成３１年３月３１日まで

基本タイプ：Aプラン３５０円　　　Bプラン：５１０円
天災タイプ：Aプラン５００円　　　Bプラン：７１０円

加入出来る方

対象となる活動

補償期間

保険の種類

平成 30年度　かすみがうら市ボランティア連絡協議会講演会　
４月２7日



よてい・いろいろよてい・いろいろ

障がいのある子もない子も一緒にあそぼう

おもちゃ図書館 ひよっこ
おもちゃ図書館は、障がいの有無の枠を
越えて、ともに遊び交流し育ちあう場とし
て開催しています。

ひきこもりサロン

フリースペース フラット

ひきこもりがち
な方とその家
族のための集
いの場です。毎週木曜日

9：30～11：30
やまゆり館
対象：未就学児

必ず保護者同伴でご利用ください。

あじさい館

フラッと、お立ち寄りください

25日（土）
22日（土）
27日（土）

時間　13：30～16：00
場所　あじさい館　講座室

子育ての悩み  発育の悩み、保育士さんに
聞いてみたいときは   子育て相談

やまゆり館

要予約 ！ 029-832-5601

 7日（火）、28日（火）
 4日（火）、25日（火）
 9日（火）、23日（火）

家庭訪問相談もお受けしています。
時間　9：00～11：00／14：00～16：00

８月
９月
10月

専門家の意見が聞いてみたい時は

なんでもかんでも相談
心理 ・ 精神
法律 ・ 医療
保育 ・ 障がい
の専門相談員
が応じます。 

やまゆり館働く女性の家 あじさい館

法律相談は要予約 ！ 029-898-2527

18日（土）
15日（土）
20日（土）

時間　13：30～16：30

８月
９月
10月

８月
９月
10月

ちょっと悩みを聞いてほしい時は

心配ごと相談

予約不要　直接お越しください

  8日（水）
12日（水）
10日（水）

22日（水）
26日（水）
24日（水）

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

８月
9月
10月

法律は要予約
※電話での相談は受けておりません

　皆さまからお寄せいただいた善意のこころをご紹介します。
　お寄せいただいた善意は、ご寄贈の趣旨に沿ってかすみがうら市の地域福祉向上の
ために活用させていただきます。
（寄付金は、所得税法上の寄付金控除が受けられます。）　　　平成30年4月15日～６月26日（順不同・敬称略）

預託金預託金
●福田　文枝
●関　　清資

預託品預託品
●戸大建設工業㈱
●匿名
●コミセンダンススポーツクラブ
　会長　大山　美江
●アイネット
●カラオケ連合会

25,000円
60,000円

30,000円

990円
2,880円

古切手
古切手

善 意
銀 行
善 意
銀 行
善 意
銀 行

他多くの皆さまにご協力頂いております。

平成30年度 かすみがうら市社会福祉協議会
会員加入ご協力のお願い

社会福祉協議会では、会員を募集しております。
普通会員、特別会員については、区長・常会長・班長・自治会長の皆さまのご協力をいただ
き、募集しております。
会員加入のご協力をお願いいたします。

普通会員　年額　500円　　　　特別会員　年額1,000円以上

賛助会員　年額3,000円以上　　法人会員　年額5,000円以上

発行・編集：社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会　かすみがうら市社会福祉協議会広報委員会
住所 ： 〒300-0134　茨城県かすみがうら市深谷 3719－1 電話：029-898-2527【土日祝日・12/28～1/3を除く 8：30～17：15】
Ｆ Ａ Ｘ ： 029-898-3523　ＨＰ：http://www.kasumigauracity-shakyo.or.jp　E-mail： info@kasumigauracity-shakyo.or.jp8

かすみん


