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６月11日、中新田小学校５年生の福祉体験学習
が行われました。下肢障害体験として車イスに乗
り、体操マットで作った段差越えに挑戦。１人で
は難しい段差越えも、介助役のお友達の力を借り
てなんとか突破。
子どもたちは体が不自由な方の大変さを感じな
がら、自分たちにも何ができるか考えていました。

困ったときは、助けるよ！
中新田小学校・５年生福祉体験学習
編集と発行

社会福祉法人

加美町社会福祉協議会

加美郡加美町字町裏320 電話（0229）63−2547

URL http://www.shakyo.or.jp/hp/288/

平成24年度事業報告
社協会員

◎一般会員７,１９６世帯

会員の皆様に支えられ、多くの事業を
実施することができました。

◎賛助会員９５口

◎特別会員１４７口

地域福祉事業
高齢者の集い
＊一人暮らし高齢者の集い
三地区合同 １回 92名参加
中新田 3回 延べ134名参加
小野田 3回 延べ 57名参加
宮 崎 3回 延べ 56名参加
＊二人暮らし高齢者の集い
中新田 2回 延べ88名参加
小野田 2回 延べ41名参加
宮 崎 2回 延べ52名参加
家族介護者交流事業
開催回数
4回
延べ参加者数 165名
第２回加美町社会福祉大会
延べ参加者数 370名
相 談
＊生活相談所の開設
定例相談：12日間開設
随時相談： 3日間開設
＊弁護士による無料法律相談
４回（６月・９月・12月・３月）
資金貸付事業
＊生活福祉資金貸付（県社協）
新規貸付１世帯（継続27世帯）
＊生活安定資金貸付（町社協）
新規貸付13世帯（継続45世帯）
＊緊急特別つなぎ資金貸付
新規貸付８世帯（継続８世帯）
＊緊急小口資金特例貸付
継続71世帯
＊生活復興支援資金貸付
新規貸付１世帯（継続２世帯）

行政区福祉事業への協力・援助
町内78行政区
ミニデイサービスサポート事業
物品貸出
83件
文書作成
160件
文書印刷
192件
レク研修会
59名参加
介護予防シニア元気塾
中新田
5回
小野田
1回
宮 崎 10回
高齢者等生活支援（除雪助成事業）
登録者
34名
除雪回数 335回
高齢者等生活支援（配食サービス）
登録者 115名
中新田 245回 8,247食
小野田 245回 2,192食
宮 崎 245回 3,412食
配達ボランティア延べ 1,078名
歳末配食サービス
「ふれあいあったか弁当」
中新田 248食
小野田
89食
宮 崎
83食
日常生活自立支援事業（まもりーぶ）
中新田 ７名
小野田 ３名
ボランティア活動の推進
＊活動支援
５団体、４グループ
福祉機器の貸与
車イス貸与 44件

福祉教育協力校等
小学校10校 中学校３校
私立幼稚園２園
福祉教育
＊福祉体験学習
中新田小学校、鳴瀬小学校、
広原小学校、東小野田小学校、
鹿原小学校、宮崎小学校、
小野田中学校、宮崎中学校、
みやざき園、賀美石幼稚園、
中新田保育所、中新田高校
＊福祉体験ワークキャンプ
町内中学生18名参加
福祉作文・ポスターコンクール
応募総数 249点
最優秀賞
7点
優 秀 賞
16点
佳
作
44点
遺児見舞金贈呈事業
19名に見舞金を贈呈
罹災家庭援護事業
火災見舞 ４件
社協だよりの発行
第41号〜第46号
社協のご案内
上寿祝
満百歳10名に記念品贈呈
金婚を祝う会
45組90名参加
地域福祉活動計画策定事業
＊ワーキングチーム ６回開催
＊プロジェクトチーム ６回開催
＊策定委員会
６回開催

在宅福祉事業
●中新田ヘルパーステーション………………延べ訪問回数11,510回、延べ時間9,686時間
●加美町社協ヘルパーステーション…………延べ訪問回数12,479回、延べ時間9,348時間
●加美町社協入浴ステーション………………309日開設、延べ訪問回数765回
●中新田デイサービスセンター………………309日開設、延べ利用者数8,760名
●小野田西部デイサービスセンター…………307日開設、延べ利用者数5,136名
●宮崎デイサービスセンター…………………309日開設、延べ利用者数8,857名
●加美町社協ケアサポートセンター…………延べ給付管理件数1,321件
●加美町社協ケアサポートセンターおのだ…延べ給付管理件数1,480件
●クローバーハウス……………………………245日開設、延べ利用者数3,093名
●やくらいアットハウス………………………244日開設、延べ利用者数1,487名
●地域活動支援センターあおぞら……………240日開設、延べ利用者数1,094名
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平成24年度

一般会計決算報告

財務活動による収入
10,000,000円（1.84％）

会費収入

施設整備等による収入
490,000円（0.09％）
前期末支払資金残高
61,834,042円
(11.35％)

経理区分間繰入金収入
15,752,255円（2.89％）

8,821,000円（1.62％）

寄付金収入
経常経費
補助金収入
49,193,362円
（9.03％）

2,559,821円（0.47％）

受託金収入10,999,887円(2.02％)

受取利息配当金収入
267,769円（0.05％)
障害福祉
雑収入 サービス収入
1,276,500円（0.24％） 54,525,693円
（10.01％）

収入合計

544,688,815円

利用料収入
14,988,415円（2.75％）

事業収入
4,155,300円（0.76％）
介護保険収入
305,142,282円
（56.02％）

貸付事業等収入
604,000円（0.11％）

共同募金配分金収入
4,078,489円（0.75％）

日常生活自立支援事業
資金貸付事業

78,958円（0.02%）
地域福祉活動推進事業
11,721,029円（2.44%）

981,674円（0.20%）

家族介護者交流事業
752,753円（0.16%）
法人運営事業
74,324,513円
（15.45%）
宮崎デイ
サービスセンター
84,968,939円
（17.66%）

クローバーハウス
19,017,430円（3.95%）

地域活動支援センター
あおぞら
5,339,188円（1.11%）

小野田西部
デイサービス
センター
46,954,773円
（9.76%）

支出合計

481,104,215円
中新田
デイサービス
センター
82,039,804円
（17.05%）

中新田
ヘルパー
ステーション
42,660,401円
加美町社協 （8.87%）
ヘルパー
ステーション
45,456,506円
（9.45%）

生活相談事業
427,140円（0.09%）
共同募金配分金事業
4,181,373円（0.87%）

加美町社協
ケアサポートセンター
17,775,020円（3.69%）
加美町社協
ケアサポートセンターおのだ
18,341,479円（3.81%）

加美町社協入浴ステーション
9,455,031円（1.96%）

やくらいアットハウス
16,628,204円（3.46%）

収入合計544,688,815円−支出合計481,104,215円＝平成24年度繰越金63,584,600円
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若い力、集まれ！学生ボランティア大募集!!

８ 月 は ボ ラン ティア月 間 で す
ボランティア月間となる８月中、加美町社会福祉協議会では町内在住の高
校生及び町内出身の大学生等の皆さんを対象に、デイサービス施設と障害者
自立支援事業所でのボランテ ア体験を受け付けております
自立支援事業所でのボランティア体験を受け付けております。
ボランティア活動に興味がある、または、なにか新しいこ
とをしてみたいなぁ…という学生の皆さん、今年の夏は福祉
施設でのボランティア活動で、新しい「何か」を見つけてみませんか？活
動をご希望される方は、活動日の１週間前までに社会福祉協議会へお申込
み下さい。

期間：８月１日㈭〜 30日㈮
※活動は期間中のどの日でも構いません。（ただし、土・日曜日は除きます）
時間：午前９時〜午後４時
施設：下記のいずれかよりご希望された施設での活動となります。
・中新田デイサービスセンター ・小野田西部デイサービスセンター
・宮崎デイサービスセンター
・障害者自立支援事業所『クローバーハウス』
内容：【デイサービスセンター】
・入浴後の整容 ・茶話会でのお話し相手 ・レクリエーションのお手伝い等
【障害者自立支援事業所】
・生産活動（農作物栽培、木材加工）や収益事業（段ボール組立など）の補助等

あなたも一緒に活動しませんか!? 〜老人クラブ〜
加美町老人クラブ連合会では、新規会員を募集しています。
老人クラブは、町内在住のおおむね60歳以上の方で構成さ
れています。グラウンドゴルフやペタンクといったニュース
ポーツの大会や、町の文化会館にて演芸発表会を開催するな
ど、さまざまな活動を展開しています。
また、行政区単位などで活動する「単位クラブ」は、現在
町内に50クラブを数え、地区内の清掃活動や子供たちの登下
一時休戦！はい、チーズ♪
校の見守り等、より地域に密着した活動も行っています。ま
(グラウンドゴルフ大会)
た、会員同士の親睦を深める研修旅行などもあり、それぞれ
の地区内で会員の皆さん自身が楽しみながら活発に活動して
います。
定年後の余暇を活用したい方や、子育てなどがひと段落し
た方、今度は住み慣れた地域で、同年代の仲間たちと楽しく
活動してみませんか？興味のある方は加美町老人クラブ連合
会事務局または、お近くの社協事務局までお問合せ下さい。
お待ちしてま〜す！
艶やかな踊りにうっとり♪
(加美町老人クラブのつどい)
◎加美町老人クラブ連合会事務局 ☎63−2547
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ふれあい・いきいきサロン事業

登録サロン募集
ふれあい・いきいきサロン事業は、サロンに参加することによって、高齢者・障害者・子育て世
帯などの孤独感の解消や、生きがい（参加意欲）・仲間づくりを進めるために、地域福祉活動計画に
おいて検討された新規事業です。サロンの参加者が実施主体となり、加美町社会福祉協議会が助成
などの支援を行います。
既存又はこれから立ち上げるサロンが対象で、下記の内容に該当するサロンを登録サロンと認定
します。登録を希望されるサロンは、３地区ボランティアサブセンター（３地区社協事務局）まで
お申込み下さい。

加美町社会福祉協議会

ふれあい・いきいきサロン内容

【実施主体】 参加者及び世話人が実施主体となり、加美町社会福祉協議会が支援します。
【参加対象者】
高齢者・・・65歳以上の方が、参加人数の半数を超えるサロン
障害者・・・身体障害者、精神障害者、知的障害者の方が参加人数の半数を超えるサロン
子育て・・・未就学児を保育されている親の方で構成されているサロン
【世話人】 １サロンにつき２名以上の世話人が必要です。世話人のうち１名が代表世話人（代表者）
となります。
【人 数】 １サロンの参加人数は５名以上（５世帯以上）とします。
【回 数】 概ね月１回以上の開催とし、年10回を下回らないこと
【場所（会場）】
参加者等の自宅、行政区の集会所、公民館等の公共施設等で、参加者が集まりやすく、継続した
開催が可能な場所とします。なお、サロンの場所は、各サロンにおいて確保していただきます。
【活動内容】
事業内容は各サロンにおいて決定していただきますが、概ね想定される事業内容は次のとおりです。
健康体操、リハビリ体操、レクリエーション、ゲーム、お茶飲み会、茶話会、食事づくり、食事会、
歌唱、カラオケ、ビデオ鑑賞、外出活動、異世代交流、地域の清掃、季節の行事、農作業、その他
行政や他団体等の補助金や助成金を受け実施しているサロンについては、非該当となります。
【助成金】 サロンの年間活動に対し、助成金を交付します。
年間活動助成金（１サロンあたり）
年間開催回数

年間助成金額

10回以上15回まで

15,000円

16回以上20回まで

20,000円

【登録・助成金交付の流れ】
①３地区ボランティアサブセンター（３地区社協事務局）にご相談下さい。
②代表世話人は、サロン登録申請書（様式第１号）により申請してください。
＊添付書類・・・実施要項等又は事業計画、参加者名簿（参加対象者の要件が把握できるもの）
③内容等を審査のうえ、登録の可否を決定し、サロン登録決定通知書（様式第２号）、又はサロン
登録非該当通知書（様式第３号）により申請者に通知します。
④登録が決定したサロンは、活動助成金申請書（様式第４号）により助成金交付の申請をして下さい。
＊添付書類・・・事業計画書、収支予算書
⑤助成金交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知します。
⑥年間事業が終了したら、サロン活動報告書（様式第６号）及びサロン収支決算書（様式第７号）
を提出していただきます。（領収書のコピー添付）
⑦助成金が交付条件等に違反して使用されたり、不用額（回数が９回以下などの場合）が生じた
ときは、助成金を返還していただくことがあります。
【お問合せ先】
・中新田ボランティアサブセンター ☎63−2547
・小野田ボランティアサブセンター ☎67−7177
・宮 崎ボランティアサブセンター ☎68−2105
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平成25年度社協会員加入のお願い
みなさまの善意が貴重な財源に！

困りごと相談に
20円

加美町の高齢化率もついに30％を超え、地域福祉のさらな
る拡充が求められております。
加美町社会福祉協議会では、町民の皆様からの要望にお応
えするため、ご協力いただいた会費等の財源をもとに、より
地域に密着した各種福祉事業の
社協会費
推進に取り組んでおります。今 一般会費 １世帯 1,000円
年も皆様方のご理解とご協力を 賛助会費 １口
3,000円
お願い申し上げます。
特別会費 １口 10,000円

生活相談所開設
談所開設
設
日常生活で心配ごと、困りごとはありません
ん
か？お気軽にご相談ください。
★時間：午前10時〜午後３時
★場所：中新田福祉センター分室２Ｆ相談室
相 談 員
開設日
伊藤 良博
庄司 定雄
７月18日
檜野
登
佐々木誠喜
８月15日
三浦 久子
伊藤 良博
９月19日
他
随時相談 受 付
上記の他にも随時相談を受け付けております
ので、お気軽にご連絡ください。

弁護士による法律相談日
離婚、財産相続、交通事故、刑事事件、境界、
土地家屋契約、クレジット契約等の消費問題など
法律上のトラブル全般について、
ご相談に応じます。
もちろん秘密は厳守いたします。相談料は無
料です。この機会にぜひお申込みください。
日
時 平成25年９月４日㈬
午後１時から５時
場
所 加美町中新田福祉センター
申
込 社会福祉協議会に直接お越しの
上、相談シートにご記入下さい
受付期間 平成25年８月 １ 日から
平成25年８月21日まで
※完全予約制です。
相談内容によっては、生活相談所や他機関
等の紹介で対処することもありますので、あ
らかじめご了承願います。

ご協力ありがとうございます
物 品 寄 付
★匿 名 様…………………紙おむつ
★匿 名 様…………………タオルケット、毛布
★斎藤せい子 様（中町）…お茶
★三浦 寿江 様（上小路一）
…折り紙、画用紙、のり⇒宮崎デイサービスセンターへ
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今年度みなさまから納入いただく
一般会費はこのように使われます
社協だよりや
福祉まつりなどの
広報活動に
170円

ボランティア
活動推進に
60円

福祉教育
事業に
40円

その他に 10円

行政区
福祉事業に
70円

障害福祉事業に
10円

一般会費
1,000円

社協活動
推進事業に
400円

老人
高齢者
福祉
等生活
事業に
支援事業に
90円
120円
母子父子福祉事業に 10円

働きながら資格を取りませんか？
働きながら資
きながら

介護スタッフ募集！
社協では専業主婦または離職・失業されてい
る方を対象に、働きながら「介護職員初任者研
修」資格取得に挑戦する方を募集中です。
「介護職員初任者研修」資格は、従来のホー
ムヘルパー１・２級に該当する、いま最注目の
資格です。なお、資格取得にかかる受講料は全
額当会で負担いたします！ 興味のある方は、
下記により募集しますので、是非ご応募ください。
◎勤務地 小野田西部デイサービスセンター
◎職 種 介護員
◎賃 金 時給810円（資格取得後880円）
◎資 格 普通自動車免許（ＡＴ限定可）
専業主婦または離職・失業中の方
介護資格の無い方、
年齢60歳未満の方
◎勤務日及び勤務時間
週休２日、シフト制（日曜は休業日）
8：30 〜 17：15（週38時間45分）
◎職員厚生 通勤手当、社会保険、雇用保険、
有給休暇
※応募される方は８月２日㈮午後５時までに、加
美町社会福祉協議会・本部（電話：63−2547）
へ履歴書をご持参下さい。お待ちしております！

温かい善意
ありがとうございます
（平成25年４月13日〜平成25年６月10日）

★今野 一久 様（下新田下）
100,000円
★匿
名
様
10,000円
★今野 晴朗 様（米泉）
100,000円
★（宗）中新田ハリストス正教会 様 20,000円
★澁谷 眞一 様（下野目）
葉書、切手（1,590円）

