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令和元年７月１日

ふれあいネットワーク

社協さって市
みんなにやさしいまちづくり

生活での不安や心配なことをご相談ください
一緒に問題解決の方法を考えましょう

仕事

お金

生活

健康

ひとりで抱え込まず、
まずはご相談ください
問合せ 幸手市生活自立支援センター

（幸手市社会福祉協議会事務局内）

電 話
相談日

0480－43－3277
毎週月曜日～金曜日
（土・日・祝日、
12/29～1/3は除く）
午前８時30分～午後５時15分

発 行
社会福祉法人 幸手市社会福祉協議会
〒340－0152
幸手市大字天神島 1030 番地 1
幸手市保健福祉総合センター ウェルス幸手内
☎ 43－3277 FAX 40－1460
http://www.satte-syakyo.or.jp

「社協さって市」は、赤い羽根共同募金の助成を受け、区長会のご協力により配布しております。
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平成 30 年度
収入

事業報告・決算

１９０,５０２,４１８円

○会費収入
５,８５４,６５０円
○寄附金収入
１,８９９,２９２円
○経常経費補助金収入
４７,３４９,５７３円
○受託金収入
９,２６１,２３７円
○貸付事業収入
１１４,０００円
○事業収入（手数料･利用料等）
１,８９０,６９１円

支出

１８９,２０５,７８０円

地域の福祉活動に関すること
○ふれあい・いきいきサロン活動の推進
事業費：726,400 円 市内 26 サロンへ助成
○福祉機器（ベッド・車椅子）の貸出
事業費：685,402 円
電動・手動ベッド貸出 利用者
56 人
車椅子貸出
利用者 239 人
○健康福祉まつりの開催（市と共催）
健康日本 21 幸手大会同時開催
事業費 386,707 円 来場者数 1,860 人
○車椅子同乗車両の貸出
事業費：273,444 円
登録者数 23 人 利用回数 107 回

ボランティア活動に関すること
○災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施
○災害ボランティア登録者への研修会実施
○手話奉仕員・保育・点訳等のボランティア育成
事業費：701,021 円 受講者数 58 人
○彩の国ボランティア体験の開催
事業費：350,779 円
109 人が体験
○ボランティア団体活動に助成
活動助成金 11 団体 177,368 円
事業助成金 5 団体
71,628 円

こどもたちに関すること
○小中学校の福祉教育の推進
事業費：200,000 円
福祉指定校：権現堂川小・幸手中
○小中学生ボランティア活動作品（標語）を募集
事業費：154,060 円 応募作品数 1302 作品
○子どもが誕生した世帯へ赤ちゃん用品券を贈呈
事業費：85,404 円 申請者数 44 人

○障害福祉サービス等事業収入
○就労支援事業収入（施設）
○資産取崩等による収入
○その他の収入
○前期繰越金

８６,６２８,１７７円
４,３９５,２２１円
２４,１７１,９６０円
６,３３３,２５７円
２,６０４,３６０円

※活動の一部をご報告いたします。

高齢の方、障がいのある方に関すること
○敬老祝品の贈呈（市と共催）
事業費：3,608,000 円
7,216 人へ贈呈
○65 歳以上のひとり暮らしの皆さんのバス旅行
事業費：1,117,865 円
参加者数 101 人
○調理が困難になられた方へお弁当を配達
事業費：235,471 円
実施回数 20 回
○金婚（結婚 50 年）を迎えるご夫婦へ記念品を贈呈
事業費：193,782 円
37 組のご夫婦へ贈呈
○グラウンド・ゴルフ プラチナ大会の開催
（市・教育委員会と共催）
事業費：78,551 円
参加者数 91 人
○在宅介護者手当を受給している介護者の日帰り
バス旅行
事業費：61,704 円
参加者数 13 人

生活にお困りの方に関すること
○生活にお困りの方の相談窓口
事業費：7,862,480 円
新規相談件数：68 件 のべ支援件数：157 回
○非課税世帯への慰問金品の配付
事業費：1,547,297 円 35 件に配付
○心配ごとを抱える方への相談受付
事業費：144,000 円
相談件数 12 件
相談人数 12 人

障害者自立支援施設に関すること
○さくらの里（就労継続支援Ｂ型）の管理運営
事業費：56,505,735 円 利用者数 20 人
○なのはなの里（生活介護）の管理運営
事業費：63,460,686 円 利用者数 16 人

平成 30 年度小中学生ボランティア活動作品
最優秀賞 「ためらわず 小さなその手 さし出そう」

八代小学校

５年

仲程

ブライアン

❸

令和元年度

事業計画・予算

次のような事業に重点的に取り組みます。
①生活にお困りの方の自立を支援します
孤立している困窮者に支援が届くような取り組み
や、複合的な問題を抱えている方には関係機関との
連携強化を図り、適切な支援ができるように取り組
みます。

②災害時に備えて災害ボランティアセンター
の運営整備と体制づくりに力を入れます
災害ボランティアセンターの機能が果たせるよう
に訓練等を通じ、運営整備と体制づくりを進め、災
害ボランティア登録者の育成に取り組みます。

③サロン活動を支援します
ふれあい・いきいきサロンの活動協力者の相談支
援を行い、利用される方との関係構築に努めます。
また、新規サロンの立ち上げを支援し、身近な場所
で気軽に集える居場所となるよう主体的に取り組み
ます。

④ボランティア活動を推進します
ボランティアは、地域の中にある暮らしの課題解
決に取り組む重要な担い手です。ボランティア活動
への関心が多くの方に広まるように、自助・互助の
取り組みを支えるボランティアの養成に積極的に取
り組みます。

⑤地域とのつながりや関係づくりを進め、
社協の福祉活動への理解を深めます
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ
とができる地域づくりをめざし、住民とのつながり・
関係づくりに取り組みます。また、本会が進める福
祉活動を理解していただくため、ホームページや社
協だよりを活用し、啓発に積極的に取り組みます。

令和元年度予算
収入科目

予算額

会費収入

6,280 千円

4.0％

寄付金収入

2,000 千円

1.3％

補助金収入

43,674 千円 27.6％

受託金収入

10,095 千円

6.4％

事業収入

1,896 千円

1.2％

就労支援事業収入

4,900 千円

3.1％

障害福祉サービス等事業収入
（給付費･市受託金）

84,343 千円 53.3％

その他の収入

4,945 千円

収入合計

158,133 千円

支出科目

予算額

3.1％

人件費支出

116,131 千円 73.4％

事業費支出

17,709 千円 11.2％

事務費支出

3,273 千円

2.1％

共同募金配分金事業支出 7,651 千円

4.8％

貸付事業支出

450 千円

0.3％

助成金支出

1,202 千円

0.8％

就労支援事業支出

4,900 千円

3.1％

その他の支出

5,785 千円

3.7％

当期末支払資金残高

1,032 千円

0.7％

支出合計

158,133 千円

事業ごとの支出内訳
法人運営（人件費･事務 / 事業）に関する経費
41,316 千円（昨年度対比＋621 千円）26.1％
地域福祉に関する事業経費
16,295 千円（昨年度対比△746 千円）10.3％
福祉サービス利用援助に関する経費
931 千円 （昨年度対比＋330 千円） 0.6％
ボランティアの育成に関する経費
1,725 千円 （昨年度対比△634 千円） 1.1％
生活福祉資金の貸付に関する経費
113 千円 （昨年同額）

0.1％

生活困窮者への支援に関する経費
8,510 千円 （昨年度対比＋454 千円） 5.4％
障害者自立支援施設管理運営に関する経費
89,243 千円（昨年度対比△34,275 千円）56.4％
最優秀賞 「つなごうよ

一人一人の

思いやり」

長倉小学校

６年

竹内

春菜
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ボランティア団体・市民活動団体の皆様へ

幸手市ボランティア・
市民活動センターに
登録しませんか
１．団体登録とは？
幸手市の地域福祉の増進とボランティア・市民活動の普及促進をはかる団体の支援を行う
ため、登録制度を設けています。

２．ボランティア・市民活動団体の登録をすると・・・
★

活動に関するご相談をお受けしたり、情報提供いたします。

★

ボランティア・市民活動団体が集まる会議などで、他の団体の活動状況を
把握したり、情報交換などを通して連携を図ることができます。

★

センターの発行する情報紙その他の方法による広報をいたします。

★

ボランティア・市民活動センター登録団体向けの助成金の交付対象となる
場合があります。（別途要綱あり）

３．登録手続き
登録条件 ① 幸手市内を拠点に活動する団体。
②

構成員がおおむね５名以上の団体。

③

団体の活動が公共性、社会性があり、政治的、宗教的、営利目的
（収益を会員に分配する）ではないこと。

④

自助活動や会員間の相互援助を目的とした団体ではないこと。

⑤

年間を通じて活動していること。

⑥

センターと連携を図るとともに、社協の行う事業に協力すること。

⑦

登録団体相互の情報の交換に努めること。

提出書類 ① ボランティア・市民活動団体登録カード（指定様式あり）
②

団体会則

③

会員名簿

④

活動内容の分かる書類
活動報告・決算
活動計画・予算

最優秀賞 「ボランティア

など

人にまかせず

自分から」

西中学校

１年

工藤

陽樹

❺

小中学生ボランティア活動作品
小中学生の福祉への理解と関心を高めるとともに、作品を通じて地域社会への福祉啓発を図ります。

募集対象

市内在住または在学の小学５年生以上と中学１・2年生

応募方法

学校経由または幸手市社会福祉協議会へ

応募期間

７月22日（月）～９月１０日（火）

選考方法

本会（選考会）で審査を行い、最優秀賞、優秀賞を選考します。

入選結果
発表及び
表
彰

１１月３日（日・祝）に開催する『健康福祉まつり』の会場にて
表彰式を行います。
入選者には、賞状と図書カードを贈呈します。
また、１２月１日発行予定の「社協さって市」に掲載します。

そ の 他

①作品の応募は、１人１点とします。
②応募者には粗品をお贈りします。

※入選作品はボランティア活動の推進、啓発のための広報資材として活用
させていただきます。

社協の ECO 活動

助成金授与の報告
朗読VG幸手が公益財団法人大和

H29.12月～H30.11月

証券福祉財団が公募した、「平成

回収量 904ｇ
リサイクル収益金
20,436円

30年度（第25回）ボランティア活
動助成金」を授与されました。
今後一層の活躍を期待される団体
です。

養護盲老人ホーム
「ひとみ園」へ
寄付しています
（H30年度
延べ40件）

不要入れ歯回収

回収量 312kg
ワクチン数
約78人
（1720個で１人分）

使用済切手・はがき回収

最優秀賞 「やろうかな

H30.5月～H30.12月

ペットボトルキャップ回収

ふみだす勇気も

ボランティア」 西中学校

２年

石川

樹

❻

お知らせ・募集・掲示板
幸手市グラウンド・ゴルフ

プラチナ大会

参加者募集

敬老のイベントとして、健康づくりや参加者同士の親睦を図ることを目的に開催します。一緒に楽し
くプレーしませんか。
◆と き 10 月 3 日（木） ９時～ 13 時
※雨天の場合、10 月４日に延期
◆ところ 幸手総合公園陸上グラウンド
◆コース 負担の少ない短いコース（30ｍ、25ｍ、20ｍ、15ｍ）を設定
◆対 象 市内在住の 75 歳以上の方
◆定 員 200 名（先着順）
◆参加費 無料
◆主 催 幸手市社会福祉協議会
◆共 催 幸手市、幸手市教育委員会
◆協 力 幸手市グラウンド・ゴルフ協会
◆申込み 参加申込書を社協、市老人福祉センター、市社会教育課の窓口へ
◆申込み期間 ７月 17 日（水）から９月 10 日（火）まで ※定員になり次第しめきり

福祉の仕事地域就職相談会

埼玉県介護職員雇用推進事業等

～高齢者・障害者の施設や保育園で、
地域を支える仕事をしませんか？～

参加者募集

久喜市および近隣の福祉施設が集まる就職相
談会を開催します。
無資格・未経験で働ける職場もありますので、
是非この機会にご参加ください。
◆と き ７月８日（月） 12 時～ 15 時
◆ところ 久喜総合文化会館 広域文化展示室 他
◆時 間 12 時～ 13 時 就職支援セミナー
（介護職員の体験談や福祉の求人動
向、就職活動のノウハウをお話しし
ます）
13 時～ 15 時 就職相談会
（個別に仕事や求人の内容について
聞く事ができます）
◆参加費 無料
事前申込された方には、素敵なプレ
ゼントをご用意しています！
（申込みがなくてもご参加可能）
◆問合せ 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
福祉人材センター
☎048-833-8033
（月曜日～金曜日
10 時～ 17 時 祝日を除く）

介護の仕事は、人を支え社会を支える、やり
がいのある仕事です。
埼玉県では、介護の仕事に興味がある方に対
し、経験の有無等に応じて、研修の受講から県
内介護事業所への就職までを幅広く支援してい
ます。
◆事業内容
⑴介護職員雇用推進事業
介護事業所への就職を希望している方に対
し、介護職員初任者研修の受講から県内介護
事業所への就職までを支援します。
⑵高齢者等介護職員就労支援事業
介護の仕事を希望している 60 歳以上の方
に対し、研修の受講から県内介護事業所への
就職までを支援します。
◆募 集： 5 月募集開始
◆問合せ：株式会社シグマスタッフ大宮支店
（受託事業者）☎048-782-5173
◆事業委託元：埼玉県（福祉部高齢者福祉課）
◆HP : http://www. kaigo-manabu. com/

❼

あやめ笑顔食堂

～是非、皆様のご参加をお待ちしています～
あやめ寮名物『あやメシ』を、ご提供！
今回は、ミニ縁日も企画しています。
◆と き 8 月 4 日（日）
17 時 30 分～ 19 時 00 分（予定）
◆ところ 障害者支援施設あやめ寮 ぐりーん棟
◆献 立 夏野菜カレーライス
美味しいデザートなど
※アレルギー対応はしていません
◆対 象 幼児・小学生・中学生とその保護者
◆食事代 こども 50 円・保護者 100 円
※当日お支払いください
◆申込み 予約制（電話のみ）先着 30 食
◆申込み期間 7 月 19 日（金）17 時まで
◆駐車場有（送迎無）
◆申込み・問合せ 社会福祉法人平野の里
☎48-1271

障害者自立支援施設非常勤職員
～希望者の登録を受け付けています～
障害者自立支援施設さくらの里・なのはなの
里で、非常勤職員として勤務を希望する方に随
時登録していただき、非常勤職員の募集があっ
た場合にご連絡します。
◆登録するには
事前に電話連絡のうえ、幸手市社会福祉協議
会事務局（ウェルス幸手 内）の窓口で希望登録
カードに必要事項をご記入ください。
◆業務内容
＜生活支援員＞
利用者の日中活動の支援を行います。
（勤務場所：さくらの里・なのはなの里）
＜看護師＞
利用者のバイタルチェックや医師診察時
補助等の看護業務全般を行います。
（勤務場所：なのはなの里）
◆問合せ ☎43-3277

ふれあい・いきいきサロン活動紹介
香日向ゆうゆうクラブ 体操サークル
香日向ゆうゆうクラブ 体操サークルは、現在 21 名の方が参加
しており、体操を通して、健康意識を高めています。
活動についてお話を伺うと、「体調維持ができており、体の調子
がいい」「以前は、家に閉じこもっていたが、サロンに参加するよ
うになって外出するきっかけができた」「交流関係が広がった」な
どサロンに参加することを楽しみにされていました。
【香日向ゆうゆうクラブ 体操サークル情報】
〇対 象 者 香日向周辺の高齢の方
〇開催日時 毎週月曜日 9 時 30 分～ 11 時 30 分
〇開催場所 香日向コミュニティセンター

木ごころ倶楽部
木ごころ倶楽部は、新たに活動を始めたサロンで、現在 15 名
の方が参加されています。
活動内容として、ノルディックウォ－キングやボッチャを通し、
みんなで和気あいあいと活動しています。
参加者へお話を伺うと、
「サロンに参加し、新たな友人ができた」
「さまざまな活動ができるのが良い」「みんなと活動する機会があ
ることが有り難い」など楽しそうに活動に参加されていました。
【木ごころ倶楽部情報】
〇対 象 者 南 3 丁目周辺の高齢の方
〇開催日時 第 4 月曜日 13 時 30 分～ 16 時
〇開催場所 ハッピーハンドハウス木ごころ周辺

「社協さって市」は、幸手市社協のホームページでもご覧いただけます。http:www.satte-syakyo.or.jp また、朗読ボランティアグループ幸手のみなさんの
ご協力により、社協さって市 CD 版の提供もしています。ご希望の人は、社会福祉協議会にお問い合わせください。

災害ボランティア
登録者を募集します！
❶ 災害時に
何かボランティア
したいなぁ……
❷

登録希望者は、幸手市社会
福祉協議会で、災害ボラン
ティアとして登録します。

❸

大規模な災害が発生した際
に、災害ボランティアセン
ターから登録者にボラン
ティア活動を依頼します。

❹ボランティア活動の例
幸手市災害
ボランティア活動
までの流れ

○災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン
ターの設置及び運営ス
タッフ
○専 門 的 知 識、技 能 を 活
かした活動
○そ の 他、被 災 者 に 対 す
る支援

的

ボランティア希望者を事前登録することで、
災害ボランティアセンター設置運営訓練や研
修を通して、実際に災害ボランティアが必要
になった時に迅速な支援活動ができるように
するものです。

登録要件

幸手市内で大規模な災害が発生した時に、自
発的な意志で、災害ボランティアの活動を希
望する個人または団体。資格などは特に必要
ありません。
※未成年の場合は、保護者の同意が必要です。

目

申 込 み

印鑑をお持ちの上、幸手市社会福祉協議会ま
でお越しください。

次回の社協さって市の発行は 10 月１日となります。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

災害ボランティアセンター
訓練の様子

資源保護のため、再生紙を
使用しています。

