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この広報誌は、皆さまからの会費と赤い羽根共同募金の配分金によって作成しています。

子どもたちの福祉の心を育てる事業に

ボランティアの育成や活動推進事業に福祉のまちづくりを支える事業に

福祉団体への活動支援事業に

社協だより

会費の種類と金額
●一般会員（町民の皆さま）	 1口　　300円
●賛助会員（団体・公職者）	 1口　1,000円
●特別会員（企業・法人）	 1口　3,000円

平成28年度

会員募集のお願い
皆さまからご協力いただきました会費が
地域の福祉を支えています

老人クラブ友愛訪問活動

北部中学校福祉実践教室
障がい者スポーツ体験
（車いすバスケットボール） 手をつなぐ育成会避難所訓練（非常食づくり）

高齢者施設でのボランティア活動



・地域包括支援センターの受託

・各種貸付事業の実施
・�障がいのある人に対する相談体制
の整備

・権利擁護への取り組み

・見守り事業の実施
・�居宅介護支援事業所の�
運営

・訪問介護事業所の運営

・経営基盤の確保
・職員の資質向上

・福祉教育の推進
・地域でのサロンやサークル活動への支援
・ボランティアセンターの機能充実
・災害に対する備え
・福祉車両・福祉用具の貸出
・福祉実践活動者への費用助成
・福祉団体への活動支援
・広報活動
・赤い羽根共同募金配分金の有効活用
・総合事業への取り組み

基本方針

法人運営部門 福祉サービス利用支援部門

在宅福祉サービス部門

地域福祉活動推進部門

　地域福祉計画・地域福祉活動計画の基本理念「支え合い　ともに生きる　まちづくり（一人ひ

とりが自立し、人とつながり、お互い様を広げよう）」の実現を目指し、住民による福祉活動を支

援し、住民の立場になって共に福祉課題の解決に向けて取り組みます。そして、自助・互助・共助・

公助がそれぞれの役割を果たしつつ、互いに連携・協働できる体制づくりに努めます。

　少子高齢化や核家族化、働き方の多様化が進行し、地域社会や家庭の機能が大きく変容する中
で福祉課題は、孤立、貧困、ひきこもり、家庭内での虐待、ＤＶなど多岐にわたります。
　こうした状況を踏まえ、わたくしたち社会福祉法人は、その社会的役割を再確認し、社会福祉
法の理念に従い、地域住民の皆さまに信頼される組織として運営の透明性に努め、効率的で安定
した経営を推進して事業に取り組んでまいります。

平成28年度　事業計画

　生活支援コーディネーターを配置し、
生活支援等サービスの体制構築に向けた
コーディネート機能を強化します。

　成年後見センター設置に向けた準備を
進めます。

　高齢者の総合相談機能の強化、介護予
防への取り組みを強化します。

平成28年度の主な取り組み
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ともに生きる　No.84

（平成28年３月）

【単位：千円】

平成27年度　役員会等開催報告

平成28年度　資金収支当初予算

会費収入　3,390（2.30%）

寄附金収入　1,500（1.02%）

経常経費補助金収入
52,601（35.62%）

受託金収入  644（0.44%）

施設整備等補助金その他収入
837（0.56%）

障害福祉サービス等事業収入
9,066（6.14%）

事業区分間等繰入金収入　8,151（5.52%）

前期末支払資金残高　11,600（7.84%）

法人運営事業　57,647（39.03%）

企画広報事業　1,200（0.81%）

地域福祉活動推進事業
4,012（2.72%）
福祉サービス利用援助事業
517（0.35%）
生活福祉資金貸付事業
180（0.12%）

ボランティア事業　954（0.65%）
たすけあい資金貸付事業　
1,500（1.02%）
つなぎ資金貸付事業　500（0.34%）

見守り配食事業　4,200（2.84%）

移動支援ヘルパー事業　1,996（1.35%）

障害者ヘルパー事業　13,170（8.92%）

介護保険ヘルパー事業　9,560（6.47%）

共同募金配分金事業　3,877（2.63%）

養育支援等ヘルパー事業　50（0.03%）

貸付事業収入　2,000（1.35%）

事業収入　97（0.07%）

地域包括支援センター事業
　41,112（27.84%）

居宅介護支援事業　7,211（4.88%）

介護保険事業収入
57,800（39.14%）

収 入

支 出

理事会

第４回／３月10日 議事事項

福祉サービスに関する苦情解決第三者委員の選任
給与規則の一部改正
非常勤職員の就業等に関する規則の一部改正
平成27年度資金収支補正予算（第１号）
平成28年度事業計画
平成28年度資金収支当初予算

評議員会

第２回／３月14日 議事事項
平成27年度資金収支補正予算（第１号）
平成28年度事業計画
平成28年度資金収支当初予算

予算総額　147,686 千円
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●戸別募金……………………… 4,281,976円
　幸田町各地区の皆さま

●職域募金………………………… 156,538円
　幸田あけぼの第一幼稚園
　幸田あけぼの第二幼稚園
　たつみ第二幼稚園　
　ももの木保育園
　リトルラビット保育園　
　幸田町役場
　消防本部消和会　
　幸田町文化振興協会
　幸田町シルバー人材センター
　幸田町社会福祉協議会

●興行募金……………………………… 3,515円
　健康福祉まつり

●街頭募金…………………………… 95,344円
　ボランティア連絡協議会　老人クラブ連合会
　身体障害者福祉協会　　　手をつなぐ育成会
　聴覚障害者連絡協議会　　遺族会
　ボーイスカウト幸田第１団
　ボーイスカウト幸田第３団
　ガールスカウト愛知第114団
　幸田町民生委員・児童委員協議会

●学校募金………………………… 221,980円
　坂崎小学校　　幸田小学校
　中央小学校　　荻谷小学校　
　深溝小学校　　豊坂小学校
　幸田中学校　　南部中学校
　北部中学校　　幸田高等学校

●その他の募金……………………… 92,720円
赤い羽根協力店
（協力店ご利用者様からの募金を含みます。）
　幸田町商工会	 幸文堂
　幸田郵便局	 幸田憩の農園
　ピアゴ幸田店	 マグフーズ幸田店
　ドミー幸田店	 マックスバリュ幸田店
　とうふや豆蔵幸田店	 カメリア（町民会館内）
　フィール幸田店	 平野歯科クリニック
　かべや歯科医院	 わたなべ歯科医院
　磯貝歯科医院	 植田歯科医院
　不破歯科医院	 さかきばら歯科
　さんがね歯科	 ふじえ歯科
　いちかわ歯科	 うおずみ歯科
　あいみ歯科	 やまもと歯科醫院

こうた女性の会
役場・中央公民館・社協窓口等

▲リトルラビット保育園で行われた
　クリスマス会の様子

赤い羽根募金

募金額

共同募金実績報告

　皆さまからお寄せいただきました募金は、愛知県共同募金会でまとめられ、幸田町の地域福祉
の向上に、また愛知県内の社会福祉事業に役立てられます。

（順不同・敬称略）

平成27年度

4,631,073円

4,852,073円

221,000円歳末たすけあい募金

ご協力ありがとうございました

　皆さまからご協力いただきました歳末たすけあい
募金で、町内保育施設13施設への活動助成を行いま
した。それぞれの園ではクリスマス会などが行われ、
楽しそうな園児の笑顔が広がりました。

　　　歳末たすけあい
配分金事業報告

平成27年度
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ともに生きる　No.84

問合せ先　幸田町社会福祉協議会   電話 62 － 7171

●ハンドベル（２セット）
　�軽量で、軽く振るだけ
できれいな音が鳴りま
す。

●車いす
　�軽量でコンパクトな介助式車
いすです。ご旅行や病院の送
迎などにご利用ください。

●唱歌カルタ
　�読み札の替わりに、CD
から流れる曲を聴きな
がら取るカルタです。

あなたは当てはまりませんか？

　□�最近誰かと会話する機会が減った方
　□�笑うことが減った方
　□�簡単な体操やゲームをして、いきいき過ごしたい方

ひとつでも当てはまる方…

参加を迷っている方、まずはお気軽にご相談ください。

ふれあい・いきいきサロンとは…

ふくしの広場

・おおむね65歳以上の方が参加しています。
・地域の公民館や老人憩いの家で行っており、町内には27カ所にあります。
・お茶を飲みながらおしゃべり、体操、ゲームなどさまざまな活動をしています。

そんな時はいきいきサロンです

　幸田町社会福祉協議会では、町民の皆さまを対象にさまざまな物品の貸出事業を
行っています。以下は新たに購入した物品です。ぜひご活用ください。

新 規 貸 出 物 品 の ご 案 内

▲野場いきいきサロンの様子

ふれあい・いきいきサロンのご案内

折り畳みができるので、
持ち運びにも便利です。

サロンや子ども会行事
などにいかがですか？
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地域包括支援センターだより

◇目　　　的　�健康づくり、介護予防、学区の人同士の交流
◇対　象　者　�おおよそ60歳以上の方
◇内　　　容　�家庭でもできる簡単な運動や認知症予防

のための頭の体操などを通して、健康づ
くり、介護予防を行います。

◇日　　　程　�５月〜平成29年３月　月１回
◇申　込　み　��事前にお申込みの上ご参加ください。�

送迎バスも運行しています。

あなたの地域で、健康づくり・介護予防をしませんか？

参加者募集

お住まいの学区 と　き ところ

坂崎学区（長嶺・久保田・坂崎） ５月		9	日（月）坂崎公民館

幸田学区（大草・高力・鷲田・新田） ５月26日（木）大草老人憩の家

中央学区（岩堀・横落） ５月19日（木）幸田町中央公民館

荻谷学区（荻・芦谷・幸田・桜坂） ５月12日（木）芦谷公民館

深溝学区（里・市場・海谷・逆川） ５月16日（月）市場公民館

豊坂学区（野場・永野・須美・六栗・上六栗・桐山） ５月23日（月）高齢者ふれあいプラザ

≪５月の日程≫　　時間：午前10時～ 11時30分

皆さまの健康づくりや介護予防を応援する
「げんきかい」がはじまります。
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ともに生きる　No.84

　平成27年度に開催した「男のためのからだメンテナンス教室」に参加したメンバーが中心となり、
現在15名で活動しているグループです。

倶楽部の活動
　会員の体力維持・向上や地域のまちづくり、健
康づくりのため、月１回のウォーキングや健康講
座、体操等の活動を行っています。

高齢者や介護に関する悩みや疑問などなんでもお気軽にお問い合わせください！

幸田町地域包括支援センター   電話 62 － 7331

からだメンテナンス倶楽部

＜活動実績＞
平成27年10月
○�健康福祉まつり「体力測定コーナー」

ボランティア活動
平成28年２月
○�福祉出前講座利用「ちょっとがんば

る筋力エクササイズ」

平成28年３月
○�ウォーキング「中央学区町並みオア

シスめぐり」

　いつまでも元気で自分らしく生活する
ために、仲間と楽しみながら活動しましょ
う。男女問わず仲間を募集しています。
問合せ先　久原和博　☎ 63－0309

　認知症サロンが２月３日（水）にグルー
プホームおり姫にて開催されました。
　参加者の方からは、「家族が認知症かも
しれないと不安に思っていた。介護経験の
ある方に経験談を話してもらえて良かっ
た。」との声がありました。

　認知症の症状がある方、そ
のご家族が楽しめる、話がで
きる場所の企画を今後も予定
しております。
　詳細が決まり次第この社協
だより「ともに生きる」にて
ご案内します。お楽しみに！

認知症サロンが開催されました

地域での介護予防活動を紹介

▲家族の方の相談風景

▲回想法を参加者と楽しみました
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ボ ラ ン テ ア だ よ りイ

問合せ先　幸田町社会福祉協議会   電話 62 － 7171

　ボランティア活動保険では、ボランティア活動中、ボランティア自身がケガをした（傷害事
故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊してしまった（賠償事故）などの事故を幅広
く補償しています。

ボランティア個人またはボランティアグループ

※プランによって補償の金額が異なります。

加入手続きの完了した日の翌日午前０時〜平成29年３月31日午後12時

ボランティア活動保険のご案内

海外支援衣料回収活動のお知らせ

Aプラン Bプラン Cプラン

基本プラン 250円 300円 350円

天災プラン 330円 400円 480円

ボランティアをする皆さまにおすすめの保険です。

加入対象者

補償期間

年間保険料

　単発の活動におすすめの行事用保険加入受付も行っています。保険内容等の詳細について
は、幸田町社会福祉協議会窓口もしくはホームページにてご確認ください。

　(株)デンソー西尾・善明・幸田製作所の社員ボランティアグループが、海外支援衣料回収
活動を実施しておりますので回収の協力を行います。集められた衣料は、日本救援衣料セ
ンターを通じて「アジア・アフリカ」の方々に寄贈されるほか、一部東日本大震災の被災
地にも寄贈する予定です。
回収期間　５月23日（月）～６月２日（木）
回収場所　幸田町社会福祉協議会
回 収 品　	新品、クリーニングまたは洗濯済の衣類、毛布	

＜新品のみの回収＞	
下着、靴下、パジャマ、タオル、シーツ、タオルケット	
※小物類（ネクタイ、ベルト、帽子、マフラー、手袋等）は回収いたしません。	
※詳しい内容については回覧チラシをご覧ください。

備　　考　	・	輸送費募金につきましても、ご協力をお願いいたします。	
（みかん箱大１箱につき、1,500円の輸送費がかかります。）

　　　　　・	回収品は袋もしくは箱に入れてお持ちください。
今年も秋（10月頃）
幸田町内でも
回収活動
実施します。
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行事紹介

東日本大震災義援金の
受付期間が延長されました

ご寄付ありがとうございました

お詫びと訂正

平成28年度幸田町戦没者追悼式

第28回幸田町友愛スポーツ大会

第37回幸田町友愛ボウリング大会

H27.12.11 〜 H28.3.14

　先の大戦で犠牲になられた方々を慰霊し、
平和を祈願することを目的として、追悼式を
挙行します。ご遺族及び関係者の皆さまは、
ぜひご参列ください。
と　き　６月２日（木）午後１時30分〜
ところ　幸田町民会館　つばきホール

　日本赤十字社の義援金受付期間が平成28
年３月31日（木）から平成29年３月31日（金）
に延長されました。
　幸田町社会福祉協議会における義援金受付
につきましても同期日まで期間を延長いたし
ます。
　引き続きご協力をお願いいたします。

と　　き　６月５日（日）午前10時〜
と こ ろ　中央小学校　体育館
参加資格　町内在住の障がい者手帳保持者
申込期日　５月20日（金）

と　　き　６月21日（火）午前９時45分〜
と こ ろ　幸田セントラルボウル
参加資格　町内在住の障がい者手帳保持者
申込期日　６月10日（金）

◦現金
　アトリエジャスト	 5,100円
　㈱石原組従業員一同	 4,200円
　JAあいち三河女性部	 12,000円
　平成18年度区長OB会	 5,500円
　親子文化を育てる会イベント事業部	 2,000円
　㈱苔善	 1,000,000円
　マロー観音	 107,756円
　匿名	 100,000円
　匿名	 761円

　ともに生きる１月号３ページ「会員入会
報告」の特別会員ご芳名リストに誤りが
ありました。
　訂正してお詫びいたします。

　【正】トヨコンロジスティクス㈱

　【誤】トヨコンロジスティック㈱

I n f o r m a t i o n

お知らせ
（順不同、敬称略）

申込先　幸田町社会福祉協議会
　　電話 62 － 7171　日本赤十字社のすべての人道支援活動は、

皆さまからの社資によって支えられています。
　あなたのちょっとした気持ちが、誰かの一
生を変える大きな支援につながります。
　赤十字活動の資金は、社員の方々からいた
だく資金と一般の方々からの寄付金によって
成り立っています。
　日本赤十字社の「社員」とは、赤十字の活
動に賛同し、毎年500円以上の資金（社費）
をご協力いただく方のことです。赤十字活動
の安定的な継続のためにぜひ社員になってい
ただき、社費としてのご協力をお願いしてい
ます。
　社費は、各区の区長様を通じて募集させて
いただきます。皆さまのご協力をお願いいた
します。

日本赤十字社幸田町分区
からの社資募集のお知らせ
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中央公園

保健センター

菱池菅田

幸田町社会福祉協議会

★
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　幸
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駅
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ホームヘルパーを募集します
募集人数　若干名
応募資格　�介護福祉士�

介護職員初任者研修修了者�
（ホームヘルパー２級相当の資格
をお持ちの方）

時　　給　820円〜 1,710円
勤務時間　�午前８時30分〜午後５時15分

のうち、４時間程度
応募方法　�電話連絡の上、履歴書と資格証

明書を持参してください。
問合せ先　�幸田町社協訪問介護事業所�

電話　83-7273

　愛知県司法書士会の司法書士による無料法律相談を実施しています。相続や多重債務な
ど日常生活上の法律に関する困りごとなどがありましたら、お気軽にご利用ください。

司法書士による法律困りごと相談

毎月第２火曜日には、福祉専門職のための無料法律相談も実施しています。
こちらも無料です。相談支援に携わる皆さま、ぜひ活用を！

と　き　�　毎月第１・３水曜日�
　午後１時〜３時45分

　　　　　*１回の相談は30分間です。
　　　　　*１週間前までの事前予約が必要です。
ところ　　福祉サービスセンター
問合せ先　�幸田町社会福祉協議会�

電話　62-7171

　現場へ直行直帰のお仕事なの
で、家事や育児の合間の時間に
お仕事ができます。
　経験者大歓迎！！初心者の方
でも丁寧に指導します。

私たちと一緒に
　　　働きませんか？
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