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御宿町社協

元気で過ごす秘訣かも
高齢者が多い町を支えるボランティアの皆さんは、元気に活動中です。
地域の皆さんのすぐ側でいつもの顔に会える安心感は、ボランティアの皆さんが楽しみな
がら活動しているからなのかもしれません。
－－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

御宿を支えるちから
御宿町のボランティア活動

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。

御宿町のボランティア
千葉県で一番高齢化率の高い「長寿の町」
御宿にふさわしく、ボランティアの皆さんも
６５歳以上の高齢者が多いことが特徴です。
しかし、ボランティア活動に参加している
皆さんは若々しく活動的で、皆さんが健康に
過ごすことにボランティア活動が一役買って
いるかもしれません。
また、福祉事業の利用者も高齢者がほとん
どなので、同じ地域で暮らし、年齢の近いボ
ランティアの皆さんが長い間活動することで
安心して事業を利用できています。

ボランティア活動の原則
自主性・主体性
他から強制されたり、義務として押しつけら
れたりするものではありません。個人の意志に
基づいて行う活動です。

無償性・非営利性
金銭による報酬を期待して行うものではあり
ません。活動への参加によってお金では得られ
ない出会いや、喜び、感動を得ることができる
活動です。

社会性・連帯性
御宿町の登録ボランティア登録者数（延べ）
グループ
社協事業協力
６３名
地域福祉活動
８２名
保健事業協力
２２名
赤十字活動
４１名
芸能活動
４０名
環境整備活動
７２名
小
計
３２０名
個人ボランティア
３名
合
計
３２３名

特定の個人・団体の利益、特定の思想・宗教
のために行われるものではなく、その成果が広
く人々や社会に利益をもたらし、誰もがいきい
きと豊かに暮らしていけるように、お互いに支
え合い、学び合う活動です。

先駆性・創造性
現状に甘んじることなく、常に拓かれた視点
から活動を見直し、今、何が必要とされている
のかを考えながら、よりよい社会を住民のみな
さんの手で創る活動です。

ボランティアセンター
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。

ボランティア研修会
平成２９年１０月２７日に役場大会議室でボ
ランティア研修会が開催されました。
今回の研修会は昨年度の研修会で明らかにな

ボランティアセンターの仕事

った「御宿町での生活で困っていること」をボ

【相談・紹介】

ランティアでどのように取り組めるかをクルー

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。

プで話し合いました。
参加者２７人は５グループに分かれて、自分
たちが取り組めること、町などに依頼したいこ
となどを整理しながら話し合い、ボランティア
の新しい取り組みについて考えました。

【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。

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

ボランティア研修で取り組んだ課題
・地域のつながりや個人情報の課題
・地域や団体とのつながりの課題
・仲間募集や活動周知の課題
・地域の交通課題
など

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
○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
お申し込み、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)

平成２８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。

資金収支決算（法人全体）
事業活動による収支
収 入

46,006,320円

会費収入

1,127,525円

寄付金収入

20,000円

経常経費補助金収入

29,934,459円

受託金収入

2,694,360円

事業の実施状況
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

貸付事業収入

60,000円

地域福祉センター

延べ3,401人

事業収入

51,500円

介護予防訪問

延べ777人

シルバー人材バンク

５１５件

介護保険事業収入

6,786,410円

受取利息配当収入

404円

その他の収入

5,331,662円

介護保険事業
居宅介護支援

支

出

58,160,865円

人件費支出

48,267,867円

事業費支出

5,525,779円

事務費支出

3,420,049円

貸付事業支出

60,000円

助成金支出

788,770円

負担金支出

98,400円

事業活動収支差額

△12,154,545円

施設整備等による収支
収 入
支 出

0円
900,000円

固定資産取得支出

900,000円

施設整備等収支差額

入

積立資産取崩収入
その他の支出

支

出

積立資産支出
その他の支出

その他の活動収支差額
当期資金収支差額

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 ７８人
延べ３７８人
延べ１３５人
延べ３４０人

ボランティア活動状況
さわやか配食
ほっとサロン
その他

延べ１３８人
延べ３００人
延べ１，６９５人

貸付事業の実施状況

△900,000円

その他の活動による収支
収

延べ660人

10,337,750円
1,845,170円
8,492,580円

7,905,690円
441,500円
1,990,560円

7,905,690円
△5,148,855円

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
１件
60,000円
・償還
１件
60,000円

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
毎日の暮らしに欠かせない
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。

平成２９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 平成３０年３月まで実施中です。
現在までに１，０１６，６９４円のご協
力をいただいています。

引き続き募集中です
本年度から赤い羽根共同募金の募集期間
が３月３１日までとなり、現在も赤い羽根
募金を募集中です。
戸別募金は終了しましたが、協力店など
の募金箱、地域福祉センターでの受付など
は引き続き行っています。
ご協力をお願いします。

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
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28年度にご協力いただいた町社協会費
は、１，１２７，５２５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２９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）
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

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？

現在のシルバー人材バンク登録者は、
３３人(男性２６人、女性７人）です。

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。

本年度（１月末まで）の作業件数は、
５３１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、室内外清掃などです。

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

平成２９年度

会員募集中です
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２９年度の歳末たすけあい運動

歳末たすけあい共同募金
○ひとり暮らし高齢者への友愛訪問

本年度の歳末たすけあい募金は、１２月
に実施され６６６，５５１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。
ご協力いただきました
募金は、御宿町で歳末に
実施される地域福祉に使
用 さ せ て い た だ き ま し 千葉県共同募金会
マスコットキャラクター
た。
びわぴよ

２７７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

６５件

○ほっとサロンクリスマス会

１件（26名参加）

○障害者福祉会クリスマス会

１件（14名参加）

○歳末特別配食（さわやか配食にて）

３８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
○在宅介護支援

２０件
１４件

老人クラブ会員募集
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

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。

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

入会のお申し込みは
各区の単位老人クラブへ

町社会福祉協議会
5 ６８－６７２５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

金一万円

平成三十年がスタート

しました。

今年は戌年。戌と言う

文 字 は 「 新しい命を育む」

意味があるそうです。

御宿町で生活すること

で困る人が「いぬ」よう

に体制を強化したいと思

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 井上宙丈
5

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

心配ごと相談所
町社会福祉協議会では心配ごと相談所
を開設しています。
毎月2日、22日（変更の場合有り）
９：００～１２：００
お問い合わせは
5 ６８－６７２５

まで

福祉ダイジェスト
となる十一月十七日には、

本年度第二回目の開催

ている、ふれあい会食会。

らしの方を対象に実施し

七十歳以上のひとり暮

鴨川シー ワールド満喫
ふ れあ い 会食 会

くりを実習で学びます。

いますが、年一回体力づ

共に「調理実習」をして

で「保健」や「栄養」と

教室は、町保健センター

年九回実施の男の料理

男の料理教室

していただきますが、十

ームや歌などで一日過ご

アの皆さんが企画したゲ

いつもは、ボランティ

とサロン。

ーで開催している、ほっ

毎月町地域福祉センタ

紅葉を眺めながら

鴨川シーワールドを見学。

今回は十一月二十九日

月三十一日は旭市の道の

バイキングに舌鼓
ほっとサロン

お弁当は石川栄養士の

に成田山の紅葉を眺めな

しみました。

昼食はバイキングを楽

イク。

指導で、町食生活改善会

お昼に用意した自作の

駅季楽里あさひへバスハ
参加者はお弁当を味わ

おにぎりも美味しかった

がらウォーキング実習。

った後、イルカやシャチ

ようです。

の皆さんの手作り。

のショーを満喫しました。

いざという時のために

赤十字奉仕団

赤十字の活動を支える

ボランティア、それが「赤

十字奉仕団」です。

日頃は、赤十字法人募

金への協力の他、救急法

の普及や、防災訓練への

参加など様々な活動をし

ています。

御宿町では、災害に備

え、その時にある食材で

何ができるかなどの実習

も独自に実施しています。

