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福祉
おんじゅく

第６１号
御宿町社協

より豊かな生活のために
培ってきた特技や経験を生かして、自分も周りも豊かになるボランティア活動ですが、そ
の活動が地域に根ざし、地域福祉には欠かせないものとなっています。
－－関連記事は２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

会長就任のごあいさつ
高山田区に住んでいます
井上です。昨年12月より
会長を任されました。
前 職 は国 鉄 ・J Rでした
が、退職後民生委員児童委
員として9年が経過したと
ころで協議会会長となりました。
同時に町社祉会長として選任され、手探り
ではございますが、前佐藤会長や事務局と相
談しながら業務にあたりたいと思います。
ボランティア連絡会の副会長としての経験
から、ボランティアの皆様をはじめ、関係者
そして町民皆様の御理解と御協力があっての
社協福祉事業と考えます。良き慣習と町民福
祉に叶う事業は延ばし、改善すべき点は耳を
傾け、町の御指導を得ながらより良い事業活
動を進めます。
社協代表者として、職員一同一丸となって
皆様に少しでもお役に立つよう努力していく
所存です。よろしくお願い致します。
井上 宙丈

自分らしい活動をサポート
御宿町ボランティアセンター
ボランティア

それは自分から継続的に無
償で活動する方々。ボランティア活動は相手の
ためだけではなく、自分を高めるという側面も
持っており、その活動は環境から介護の分野ま
で様々です。
御宿町ボランティアセンターでは特に地域の
支え合いの現場で活躍しているボランティアの
皆さんをサポートしています。

ボランティアセンターの仕事
【相談・紹介】
ボランティア活動を始めたい人、ボランティ
アを必要とする人や福祉施設・団体からの相
談を受け付け、必要に応じて紹介します。
また、情報提供がスムーズにできるようボラ
ンティア活動をしたい人の登録も受け付けて
います。

【広報・啓発】
情報紙の発行、ボランティア活動に関する資
料や情報の提供などを行っています。

【講座・研修会の開催】
ボランティア活動について学びたい人、すで
に活動中の人に、各種ボランティア体験講座
や研修会を開催しています。
体験学習教材として、車イスや高齢者疑似体
験セットなどの貸出も行っています。

【連絡調整】
ボランティア活動の推進のため、ボランティ
アグループや関係機関等との連絡調整を行っ
ています。

【調査・研究】
地域におけるボランティ
ア活動 に関する 調査・研
究等を行っています。

地域福祉の更なる充実を
御宿町社会福祉大会
平成２８年１１月２６日に御宿町役場にお
いて、町内の福祉関係者が一同に会し、社会
福祉の発展に功労があった方々を表彰し感謝
の意を表し、地域福祉の充実に向けた、御宿
町社会福祉大会を開催しました。
式典後には夷隅ひなたの齊藤ひとみ所長に
よる記念講演を実施しました。

御宿町社会福祉協議会長表彰
御宿町老人クラブ連合会 様
御宿町民生委員児童委員協議会
御宿町身体障害者福祉会 様
御宿町食生活改善会 様
すくすく母子の会 様
朗読ボランティアの会 様
しののめ会 様
春 潮 会 様
石井一惠 様
小川春枝 様
井上幸代 様
岩瀬郁子 様
峰島詔子 様

様

御宿町社会福祉協議会長感謝状
配食ボランティアの会 様
御宿町赤十字奉仕団 様
ほっとサロンボランティア
絹 子 社 中 様
大野みゆき 様
水野とみ子 様
髙橋和子 様
江澤静枝 様
三上幸江 様
市原禮子 様
渡 辺 静 様
柳
弘 子 様
小 泉
明 様

様

ボランティア活動保険
御宿町では、町ボランティアセンターに登
録をしたボランティアの皆さんのボランティ
ア活動保険の費用を負担しています。
国内におけるボランティア活動中や活動場
所への往復途上の偶然な事故により、ボラン
ティア自身がケガをした場合の「損害保険」
と、ボランティア自身が対象者等の身体や財
物に損害を与えた結果、法律上の賠償責任が
発生し賠償金を払う場合の
「賠償責任保険」の２つの補
償をセットにした保険です。
ボランティア活動の際には
ぜひ登録を

平成２７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）
事業活動による収支
収 入

40,666,013円

会費収入

1,131,881円

寄付金収入

16,900円

経常経費補助金収入

27,874,747円

受託金収入

4,829,980円

心配ごと相談所

月２回

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3,264人

貸付事業収入

85,000円

介護予防訪問

延べ1,109人

事業収入

45,000円

シルバー人材バンク

３４０件

介護保険事業収入

6,658,516円

受取利息配当収入

3,630円

その他の収入

支

出

介護保険事業
居宅介護支援

20,359円

41,485,149円

人件費支出

30,924,448円

事業費支出

5,744,492円

事務費支出

3,840,057円

貸付事業支出

85,000円

助成金支出

792,752円

負担金支出

98,400円

事業活動収支差額

延べ533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 ９５人
延べ４２７人
延べ１１８人
延べ４６２人

ボランティア活動状況

△819,136円

さわやか配食
ほっとサロン
その他

延べ１３９人
延べ３５７人
延べ１，５５３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

その他の活動による収支
収
支

入
出

0円
2,129,340円

積立資産支出

388,500円

その他の支出

1,740,840円

その他の活動収支差額 △2,129,340円
当期資金収支差額

△2,948,476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 ０件
0円
・償還 ０件
0円
善意銀行
（最高60,000円までの小口貸付）
・貸付
３件
85,000円
・償還
３件
85,000円

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。

いつまでも現役で
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。
こんな作業は可能な
のかなど、お気軽にお
問い合わせ下さい。

現在のシルバー人材バンク登録者は、
２７人(男性２１人、女性６人）です。
本年度（１月末まで）の作業件数は、
４３０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。

会員募集中です

御宿町社会福祉協議会
６８－６７２５まで

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
たい方は、お気軽にシルバー人材バンク
までお問い合わせ下さい。

平成２８年度赤い羽根共同募金

平成２８年度の歳末たすけあい運動

シルバー人材バンクの
お問い合わせは

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1,031,406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。

平成２８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697,674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。

○ひとり暮らし高齢者への友愛訪問 ２８５件
○寝たきりの方への友愛訪問
７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
５１件
○ほっとサロンクリスマス会 １件（31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） ４０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
１８件
○在宅介護支援
１１件
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。

地域で安心して暮らすために
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助
福祉サービスを安心して利用できるよ
うに情報提供やサービスの手続きのお手
伝いをします。
＜例えば＞
●福祉サービスについての情報提供を受
けられます。
●福祉サービスを利用したり､やめるため
に必要なことを一緒に考えながら手続
きをします。

財産管理サービス
お金の管理が心配な方のために医療
費、税金、公共料金等の支払、生活費に
必要なお金の出し入れをお手伝いしま
す。
＜例えば＞
●医療費､税金､公共料金等を支払うお手
伝いをします。
●あなたの通帳から生活に必要なお金を
払い出してお渡しします。
また､預け入れすることもできます。

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。

日常生活自立支援事業とは？
日常生活を送るうえで、十分な判
断ができない方や、体の自由がきか
ない方が地域で安心して生活できる
ように支援計画に基づいて生活支援
員が定期的に訪問し必要に応じた福
祉サービス利用援助や預貯金の出し
入れ、支払代行をする福祉サービス
です。

財産保全サービス
預貯金通帳・実印・銀行印等、大切な
書類や印鑑などをお預かりします。
＜お預かりできるもの＞
●年金証書、預貯金通帳、不動産権利
証書、契約書類
●実印､銀行印
●その他社会福祉協議会が適当と認め
た書類
※財産保全サービスのみのご利用はでき
ません。
また､宝石､骨董品､貴金属類､株券､有価
証券などはお預かりできません。
お問い合わせは、
町社協（5６８－６７２５まで）

社協会費募集
平成27年度にご協力いただいた町社協会費
は、1,131,881円となりました。ご協力ありが
とうございました。

主な活動内容
○炊き出し等の訓練
○1日赤十字の開催
○赤十字法人募金への協力

現在、平成28年度の会費を募集中です。

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）

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)

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

老人クラブ会員募集

生活福祉資金貸付制度

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。

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

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

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

入会のお申し込みは
各区の単位老人クラブへ

5６８－６７２５まで

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

実谷ゴルフクラブ様

金二万円

金一万円

平成二十九年がスター

トしました。

町社会福祉協議会では

昨年十二月より井上新会

長のもと地域福祉の実践

に取り組んでいます。
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六八 六七二五
発行責任者 井上宙丈
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風のたより

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
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りを実習で学びます。
今年は十一月三十日に

本年度は、七月に公民
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南房総市の小松寺でウォ

今年は二月十七日に山
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にはバス遠足で大多喜老

昼食はもちろん自分で
作ったおにぎりでした。

人福祉センターでの会食
を実施しました。

クリスマス会などで交流

町身体障害者福祉会

グラウンド・ゴルフな

どの軽スポーツやレクリ

エーション、日帰り旅行

などで毎月交流を深めて

いる町身体障害者福祉会

ですが、十二月十六日に

会員手作りのクリスマス

会を開催しました。

この日は、ボランティ

アと会員による生演奏や

歌など楽しい催し物がた

くさんありました。

