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福祉
おんじゅく

第５９号
御宿町社協

充実した活動を地域に生かして
外に出かけて自分も楽しみながら誰かの役に立つことをすることは、生きがいを持って豊
かに過ごすことにつながります。
特技や経験を生かして、自分も周りも豊かになることがボランティア活動です。
－－関連記事は４ページ－－

ひとびとの豊かさあふれる優しさの街

おんじゅく

共同募金
共同募金は、赤い羽根募金と歳末たすけ
あい募金があり、どちらも共同募金会が募
金活動を行い、地域福祉活動の費用として、
社会福祉協議会などの団体へ配分されます。

高齢者のために
赤い羽根共同募金の配分金で、男の料理教
室、さわやか配食、敬老会、生きがいづくり、
外出支援、老人クラブ活動など高齢者を対象

地域の福祉財源のために
共同募金の使われ方
赤い羽根共同募金
御宿町では、平成25年度にご協力いただ
いた共同募金により平成26年度に男の料理
教室や、敬老会、ひとり親家庭の義務教育
入学祝い金、ボランティア活動の費用とし
て使われています。

とした活動に使用され、高齢者が地域で生き
がいを持って暮らせるように役立っています。

地域福祉の環境づくりに
地域福祉の環境整備や地域福祉連絡会議の
費用、ボランティア活動の支援、ボランティ
ア研修会などの費用として、住民の皆さんが

障害者や子供のために
障害者福祉会の活動費や視覚障害者を対
象とした声の広報の費用として。また、子
供が安心して遊べる環境作りや、一人親世
帯への義務教育入学祝い金などにも使用さ
れています。

地域で活用しやい環境づくりにも使用されて
います。

平成２６年度赤い羽根共同募金
本年度の赤い羽根共同募金は、10月から
12月まで実施され1,056,549円の実績を持っ
て終了しました。
ご協力ありがとうございました。

歳末たすけあい募金

平成２６年度の歳末たすけあい運動

歳末たすけあい募金は、ご協力いただい
た年に、御宿町では次のような事業に使わ
れています。
募金全額を町内の地域福祉事業に使用さ
せていただいています。

○ひとり暮らし高齢者への友愛訪問 ２９５件
○寝たきりの方への友愛訪問
５件
○児童館でのクリスマス会
１件
○低所得世帯への歳末配分
５９件
○ほっとサロンクリスマス会 １件（34名参加）
○障害者福祉会クリスマス会 １件（16名参加）
○歳末特別配食（さわやか配食にて） ４６件
○ひとり暮らし又は高齢者のみの
世帯への年末大掃除のお手伝い
１９件
○在宅介護支援
１２件

平成２６年度歳末たすけあい共同募金
本年度の歳末たすけあい募金は、１２月
から 実施され667,205円の実績を持って終
了しました。
ご協力ありがとうございました。

なお、募金の一部は翌年度の町社協地域福祉
活動資金として使用させていただいています。

御宿の特色を生かして
社協会費の使われ方
平成２５年度にご協力いただいた町社協
会費は、１，１４９，６００円となりまし
た。ご協力ありがとうございました。
現在、平成２６年度の会費を募集中です。
皆様のご協力をお願いします。

３つの地区社協へ配分
ご協力いただいた会費の約４０％は、御宿、岩和田、布施の
３つの地区社会福祉協議会へ配分されました。
それぞれの地区社会福祉協議会では、地域内の状況に合わせ
て、老人クラブや子供会、囃子保存会などの活動費用にあてら
れる他、それぞれの地域のために使用されています。

町社協の事業費用として
町社協の事業である、「心配ごと相談所」や「紙おむつ配布事
業」などの費用として使用されている他、町からの補助事業であ
る、「ふれあい会食会」や「さわやか配食」「ほっとサロン」など
の費用の一部としても使用され、高齢者が地域で生きがいを持っ
て暮らせる町作りに役立っています。

暮らしやすい地域のために
御宿町ならではの生活スタイルを考えながら、住民の皆さん
が安心して暮らせるように、日頃の生活で不便なことの把握や
対応、災害に対しての備えや、災害時の福祉活動を検討し、地
域の体制作りの費用として役立っています。

社協会費の種類
一般会費

(600円）
・・・世帯ごとにご協力いただくもの

賛助会費(3,000円）
・・・社協活動に賛同していただける個人
法人会費(5,000円）
・・・社協活動に賛同していただける法人

地域の頼れる力
御宿町のボランティア
御宿町のボランティア活動

ボランティア
入門講座を開催します
ボランティアに興味があるが、まだ活
動していない方を対象に、ボランティア
入門講座を下記の通り開催します。
多くの方の参加をお待ちしています。
記
１．開催日 平成２７年３月１３日(金)
２．時 間 午後１時３０分から４時
３．場 所 御宿町役場中会議室
４．内 容 認知症について
災害ボランティアについて
５．定 員 ５０名
お申込み、お問い合わせは、
町社協（5６８－６７２５）まで

赤十字奉仕団員募集
町赤十字奉仕団では、一緒に活動していた
だける奉仕団員を募集しています。

主な活動内容

本年度の御宿町の登録ボランティアは、
１６団体(２６３人)と個人ボランティア
３人です。
活動内容は地域の福祉に関することか
ら、環境美化、趣味や特技を生かした活
動、災害や緊急時に備えた活動など様々
です。
千葉県で一番高齢者の割合が多いにふ
さわしく、高齢者も活発にボランティア
活動に参加しています。

ボランティア連絡会
４月に発足した、御宿町ボランティア
連絡会ですが、広報の発行や本年度は会
員の情報交換などのための会議を定期的
に開催しているほか、町社協と協力して、
すで に活動 してい る
ボラ ン ティアを対象
とし た ボランティ ア
研修 会を １１月２７
日に 開催 しました。

一日赤十字を開催します
日頃から災害に備えた活動や救急法や
介護技術の普及など様々な活動をしてい
る赤十字の活動を体験していただくため、

○炊き出し等の訓練

一日赤十字を開催します。

○1日赤十字の開催

１．開催日 平成２７年３月１７日(木)
２．時 間 午前１０時から午後３時
３．場 所 御宿町地域福祉センター
４．内 容 講義、非常食の炊き出し等
お申込み、お問い合わせは、
町社協（5６８－６７２５まで）

○赤十字法人募金への協力
申し込み、お問い合わせは事務局まで
御宿町赤十字奉仕団事務局
5 ６８－６７２５(社協内)

高齢者がいきいき暮らす
シルバー人材バンク
シルバー人材バンクの活動

シルバー人材バンク
シルバー人材バンクとは高齢者のみなさ
んが、地域で生きがいを持って暮らせるよ
うに、身につけた技術や経験を使って地域
に貢献できる御宿町独自の事業です。

現在のシルバー人材バンク登録者は、
２５人(男性１９人、女性６人）です。
本年度（１２月末まで）の作業件数は、
１５８件で、定期的な依頼も増えてきて
います。
内容は草刈り、草取り、植木の手入れ、
農作業、室内外清掃、ペットの世話など
です。

会員募集です
作業依頼が増えてくるにつれ、作業を
開始するまでに数日待っていただく場合
や依頼される方のご希望に添えない場合
も出てきました。
多くのご依頼に添えるよう、作業をし
ていただける会員を募集中です。
登録をご希望の方や詳しい説明を聞き
たい方、お気軽にシルバー人材バンク
までお問い合わせ下さい。

シルバー人材バンクを
利用してみませんか？
専門の業者に依頼するほどでもないけ
ど自分ではできない作業、忙しくてなか
なか手を付けられない作業などシルバー
人材バンクに依頼してみませんか？
会員のみなさんは、今まで培ってきた
技術や経験を生かし丁寧に作業されてい
ます。
こんな作業は可能か
なのなど、お気軽にお
問い合わせ下さい。

主な作業の料金
草取り（機械を使わない作業）
１時間
８８０円
草刈り（草刈り機を使用する作業）
１時間 １，１００円
植木の手入れ（刈込み等）
１時間 １，１００円
大工仕事
１時間

１，１００円

１時間

８８０円

１枚

８８０円

屋内外の清掃

シルバー人材バンクの
お問い合わせは
御宿町社会福祉協議会
６８－６７２５まで

障子張り

※その他の作業についてはお問い合わせ
下さい。
また、材料費、処理費などは含まれて
いません。

平成２５年度の社協活動状況
御宿町社会福祉協議会は、地域に根付いた福祉活動のため、御宿町の特色を生かし
た事業実施など柔軟に対応し、社協らしくより効果的な運営を目指しています。

事業の実施状況

資金収支決算（法人全体）
経常活動収支
収 入

42,268,058円

会費収入

1,149,600円

寄付金収入

37,220円

経常経費補助金収入

26,767,452円

受託金収入

4,361,400円

事業収入

45,000円

介護保険事業収入

9,678,210円

受取利息配当収入

3,567円

その他の収入

支

出

事務費支出

3,371,326円

事業費支出

5,578,272円

貸付事業支出

199,000円

助成金支出

799,840円

負担金支出

96,600円

経常活動収支差額

ふれあい会食会

年３回

さわやか配食

年１０回

男の料理教室

年９回

ほっとサロン

月１回

地域福祉センター

延べ2,925人

介護予防訪問

延べ1,134人

シルバー人材バンク

４１件

居宅介護支援

39,058,703円
29,013,665円

月２回

介護保険事業

64,609円

人件費支出

心配ごと相談所

延べ755人

事業の利用状況
ふれあい会食会
さわやか配食
男の料理教室
ほっとサロン

延べ ９９人
延べ４６１人
延べ１１６人
延べ３７７人

ボランティア活動状況

3,209,355円

さわやか配食
ほっとサロン
その他

延べ１６０人
延べ４５６人
延べ１，５３０人

施設整備等による収支
収 入
支 出
施設整備等収支差額

0円
0円
０円

財務活動収支
収
支

入
出

0円
2,073,700円

積立試算支出

380,500円

その他の支出

1,693,200円

財務活動収支差額

△2,073,700円

当期資金収支差額

1,135,655円

貸付事業の実施状況
福祉資金
（国保高額療養費の９割貸付）
・貸付 ２件
61,000円
・償還 ２件
61,000円
善意銀行
（最高60,000円までの小口貸付）
・貸付
５件 138,000円
・償還
５件 100,000円

生活福祉資金貸付制度
町社会福祉協議会では、低所得者や高
齢者、障害者を対象とした資金の貸し付
けとともに、必要な援助指導を行うこと
により安定した生活を送ることを目的と
した、県社会福祉協議会の貸付制度「生
活福祉資金」の窓口業務を行っています。

○貸付の種類
・総合支援資金 ・福祉資金
・不動産担保型生活資金
・教育資金
など

貸付に関するご相談は
地区民生委員又は
町社会福祉協議会
5６８－６７２５まで

老人クラブ会員募集
会員や町内の高齢者の福祉のために活動
している老人クラブですが、御宿町内に
は１０の単位老人クラブが様々な活動を
するとともに、町老人クラブ連合会主催
の事業に参加しています。

老人クラブの主な行事
○高齢者スポーツ大会
○老人クラブ県外研修
○高齢者囲碁将棋大会
○高齢者ふれあい学級
○環境美化活動 など

入会のお申し込みは
各区の単位老人クラブへ
お問い合わせは
町老人クラブ連合会事務局
5 ６８－６７２５ まで

障害者福祉会会員募集
町内の身体障害者手帳をお持ちの方、町身
体障害者福祉会に入会しませんか？
障害者福祉会は会員の福祉を目的に次のよ
うな活動をしています。
○会員の健康増進を目的とした軽スポーツ
○会員及び町内障害者のための視察研修会等

寄贈

善意をありがとう

匿 名
金一万円
藤 江 まさ の 様
金 六千 円
茂原 法 人 会様
金五 万円
日本キリスト合同教会
御宿教会様
金一万円

平成二十六年は、シル
バー人材バンクが本格的
に活動を開始すると共に
御宿町ボランティア連絡
会の活動がスタートした
年でした。
平成二十七年は未年、
未という字には豊作の願
いが込められているとも
言われ、羊は群れをなす
と こ ろ か ら「 家 族 の 安 泰 」
を表すとされ、いつまで
も「平和」に暮らすこと
を意味しているそうで、
そのためにも御宿町の地
域福祉を充実させたいと
思います。

発 行

－

社会福祉法人
御宿町 社会福祉協 議会

六八 六七二五
発行責任者 佐藤日出夫
5

風のたより金 一 万 円

お問い合わせ及び入会申し込みは
町身体障害者福祉会事務局
5 ６８－６７２５ まで

福祉ダイジェスト
海ほたるを見学
ふ れあ い 会食 会
七十歳以上のひとり暮
らしの方を対象に実施し
ているふれあい会食会。
食事は町食生活改善会
の皆さんが毎回担当して
います。
本年度は、七月に公民
館で会食、十一月に海ほ
たるへのバス遠足を実施
しました。
第三回は、二月二十七
日に実施予定です。

高齢者を対象に、毎月

の料理教室は、町保健セ

年九回実施している男

男の料理教室

を深めている町身体障害

ーションなどで毎月交流

軽スポーツやレクリエ

町身体障害者福祉会

日帰り旅行などで交流

地域福祉センターで開催

ンターで「保健」や「栄

者福祉会ですが、十月八

ウォーキング実習

しているほっとサロンは、

養」を学びながら「調理

ドイツ村へバスハイク
ほっとサロン

ボランティアのみなさん

日には八景島シーパラダ

イスへの日帰り旅行を開

実習」をしています。
また、年一回体力づく

が企画した歌や体操、ゲ
ームなどで大好評です。

この日は、水族館内の

催しました。
今年は十一月二十八日

生物を見学したりイルカ

りを実習で学びます。
の地域福祉センターを飛

に袖ヶ浦市でウォーキン

五月九日には、いつも

び出して、芝桜が咲いて

ました。

見学するなどして楽しみ

やアシカなどのショーを
昼食はもちろん自分で

グを行いました。
イクを実施、いつもと違

作ったおにぎりでした。

いるドイツ村へのバスハ

うサロンを楽しみました。

