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クリスマスケーキ、おいしくできました！
12月27日、毎年恒例の「つみきクラブ・放課後児童
クラブ・よつばの会合同クリスマス会」がにぎやかに
行われました。グループごとに特色あるケーキやフ
ンチを作り、楽しく交流できました。
ルーツポ○
この事業には、地域歳末たすけあい運動募金の一部
が活用されました。ご支援いただいたボランティアや
スタッフ、そしてご寄附いただいた住民の皆さん、本
ざいました。
当にありがとうご○
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☆「てのひら」の作成には、共同募金配分金や会員会費の一部が活用されています。
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社会福祉法人昭和村社会福祉協議会
平成３１年度 事業と予算のあらまし ○推進項目／❑特記事項
Ⅰ．社会福祉協議会の体制強化
①組織運営の透明性確保に努めます
②役職員の資質向上と組織体制の強化に努めます
③財政基盤の確立に努めます
❑税額控除対象法人を目指します
④その他体制強化に努めます
❑新たな地域貢献活動への取り組みを目指します
評議員会

Ⅱ．地域福祉の推進
①調査及び要望活動の充実に努めます
②相談事業の強化に努めます
③要援護者に対する経済的支援及び自立支援に努めます
❑成年後見制度など権利擁護に関する理解の普及に努めます
④本会所有車両及び器具備品の利活用による住民の社会参加促進に努めます
⑤ボランティア活動の推進に努めます
⑥地域の福祉力向上促進に努めます
❑地域ごとの支え合いについて共に考え行動します
❑誰にもやさしい地域づくりを目指します
⑦共同募金活動の推進に努めます
⑧赤十字事業の推進に努めます
⑨民生児童委員協議会との連携強化に努めます
⑩住民参加型在宅福祉事業の推進に努めます
❑除雪支援事業や住民支え合い事業等により、
自発的に行われる住民同士の支え合い活動の
補完を目指します
集いの場形成事業
⑪その他地域福祉活動の推進に努めます
Ⅲ．広報･啓発活動の強化
①定期的な広報活動の実施に努めます
ジ の積極的活用を目指します
❑ホームペー○
②その他啓発活動の推進に努めます
Ⅳ．その他
①保健･医療等関係機関との連携強化に努めます
除雪支援事業
②事業の広域化検討を行います
❑心配ごと相談事業の相互受け入れの継続及び「こねっと！」発行等による近
隣社協との連携を模索していきます
③団体事務の適正な実施に努めます
④その他本会の目的達成のために必要な活動や事業の推進に努めます
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平成３１年度資金収支予算書の概要
（単位：千円）

＜収入の部＞
前期末支払資金残高
7,428, 18%
サービス区分間
繰入金収入
445, 1%
拠点区分間繰入金収入
5,646, 14%

会費収入
1,250, 3%
寄付金収入
1,500, 4%

収入合計
41,196千円
（100％）

経常経費補助金収入
5,399, 13%
共同募金
配分金収入
650, 1%

受託金収入
積立資産取崩収入
11,435, 28%
3,000, 7%
受取利息
配当金収入 21, 0%
事業収入
その他の収入 77, 0% 4,045, 10% 貸付事業収入
300, 1%

地域生活活動支援

＜支出の部＞

サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出
445, 1% 707, 2%
予備費 108, 0%
拠点区分間繰入金支出
5,646, 1 4%
積立資産支出 1,194, 3%
助成金支出 2,200, 5%
共同募金配分金事業
1,404, 3%
貸付事業支出
3,505, 9%

児童健全育成活動

（単位:千円）

支出合計
41,196千円
（100％）

事務費支出
4,305, 10%

人件費支出
15,861, 39%

事業費支出
5,821, 14%

おひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。これからのことを、あなたと一緒に考えます。

質問➀：どんな相談ができますか？
答え：経済的な問題や就労に関すること、引きこもりなど複雑に絡み
合った課題を抱えた家族の問題を中心に相談をお受けします。
質問②：どういうところなのですか？
から
答え：様々な不安や悩みを抱えながらも、相談するところがわ ○
の 問題などに、一人ひとり寄り添
ない方や複雑な課題を抱えた家族 ○
いながら、
一緒に解決の道を探していきます。
その解決にあたっては、
地域の支援機関と協力して、チームでサポートしていきます。
質問③：相談料金は？
答え：無料です。

ステップ１：まずあなたの不安や悩みを整理します。
ステップ２：ひとつずつ解決していくために計画を立てましょう。
ステップ３：今の暮らしが少しでも良くなるように！

お問い合わせ先：福島県社会福祉協議会 生活自立サポートセンター会津事務所
〒965-0873 会津若松市追手町 5-32（会津若松市社会福祉協議会内）
電話 0242-23-7445／FAX：0242-23-7724／E-mail：support@fukushimakenshakyo.or.jp
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齋藤 德次 様 満百歳おめでとうございます！

ご家族に囲まれた德次様

12 月 28 日、喰丸地区にお住いの齋藤德次様が満
100 歳を迎えられました。当日は、ご自宅にて賀寿
贈呈式が行われ、県や村の関係者が出席されまし
た。本会からは、からむし布に毛筆でしたためられ
た記念の書が贈呈されました。これからもお元気で
お過ごしください。
『 ボランティア通信 』

打ち豆づくり（よつばの会 様）

ン 様）
声かけ訪問活動（ゆきだるマ ○

ン ティア活動（NPO 法人ハートネットふくしま様）
除雪ボラ ○

友愛訪問活動（昭和村老人クラブ連合会 様）

団子さし（杉の子会 様）

ボランティア通信
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地域歳末たすけあい運動募金：戸別募金合計 540 件 270,000 円-①（前年度比 2.26％減）
ン ティア活動に対する助成＞
＜ボラ ○
◇カタクリ様他 6 団体 様（歳末お楽しみ弁当宅配事業）：153,600 円
〔村内在住の 75 歳以上一人暮らし高齢者及び 85 歳以上高齢者〕
◇よつばの会 様（障がい者等の活動支援）：18,000 円
〔つみきクラブ、放課後児童クラブとの合同クリスマス会〕
＊ボランティア活動助成金額合計＝171,600 円-②
＜地域福祉事業（平成 31 年度計画）へ＞※県共同募金会経由
◇広報紙発行事業 98,400 円
＊地域福祉事業配分額合計＝98,400 円-③
☆配分額合計＝②＋③＝①
＜歳末お楽しみ弁当献立＞
◇きのこの炊き込みご飯
げ
◇鶏唐揚○
◇巾着煮
◇煮卵
◇中華クラゲサラダ
◇大根の甘酢漬け
◇小松菜の和え物
◇果物（りんご）

ハピネス 様の調理風景

「地球や人に優しいことはじめませんか！」 ＊＊＊収集ボランティア＊＊＊
➀空き缶のプルタブ
祝「10 台目」達成！
村内貸出用車椅子の整備のため、リサ
イクル業者へ販売しています。
＊＊＊収集・販売履歴＊＊＊
□販売回数：16 回（平成 10 年度より）
□販売数量：4,706 ㎏
□販売金額：241,566 円（51.3 円／㎏）
□整備台数：10 台

じ はがき」や
②年賀状などの「書き損 ○
「未使用切手」
盲導犬育成のため、日本盲導犬協会仙
台訓練センターへ寄贈しています。
＊＊＊収集・贈呈履歴＊＊＊
□贈呈回数：6 回（平成 14 年度より）
□贈呈枚数：はがき 2,579 枚／切手 412 枚
□贈呈金額（額面）
：154,325 円

いつもご支援いただきありがとうございます。
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地域の福祉推進に役立てます！（平成 30 年 12 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日）
【ご寄附】
◇匿名 様
10,000 円
社会福祉のために
◇匿名 様
30,000 円
社会福祉のために
◇金子 正弘 様（大芦）
50,000 円
故 金子 芳正 様のご遺志を社会福祉のために
◇猪岐 敏之 様（中向）
50,000 円
故 猪岐 ムツ子 様のご遺志を社会福祉のために
◇菅家 祐博 様（小野川） 50,000 円
故 菅家 一博 様のご遺志を社会福祉のために
◇昭和村老人クラブ連合会 様
12,700 円
友愛寄附金を社会福祉のために
◇五十嵐 六郎 様（大芦） 50,000 円
故 五十嵐 照夫 様のご遺志を社会福祉のために
◇酒井 秀三 様（会津美里町） 50,000 円
故 酒井 秀一 様（下中津川）のご遺志を社会福祉のために

平成 31 年度社協会員会費の納入について
毎年 4 月から 9 月までを会員会費納入の
推進期間として、ご支援をお願いしており
ます。村内の社会福祉向上に必要となる社
会福祉協議会の貴重な自主 財源 の確保を
図るため、引き続きご理解とご支援をお願
い申し上げます。
＜依頼方法と会員区分＞
□一般会員会費・特別会員会費
4月下旬に村内各行政区長へ依頼します。
□賛助会員会費・村外協力会員会費
4 月上旬から事務局が個別にご意向を確
認させていただきます。
※会員の方には、社協広報誌「てのひら」等を定期的にお送りさせていただきます。
◆一般会員会費：一口 1,000 円／年額
◆特別会員会費：一口 5,000 円／年額
◆賛助会員会費：一口 10,000 円／年額
◆村外協力会員会費：一口 5,000 円／年額

【ボランティア・体験活動】
[歳末お楽しみ弁当] ◆ハピネス 様、
◆さくら 様、◆下中津川班 様、
◆やまびこ会 様、◆カチコチ友の会 様、
◆カタクリ 様、◆大芦きさらぎ会 様
[安否確認・除雪支援] ◆ゆきだるマン
様、◆ハートネットふくしま 様
［よつばの会支援]◆下中津川班 様
ご支援ありがとうございました。

＊＊＊＊＊お詫び＊＊＊＊＊
前号「てのひら第72号」の３及び６ページに
おいて、下記の通りお名前の表記に誤りがござ
いました。訂正のうえ深くお詫び申し上げます。
誠に申し訳ございませんでした。
記
訂正後
訂正前
馬場 善昭 様（会津若松市）

□■□

馬場 義昭 様

第20回 てのひらクイズ「キーワードを探せ！」□■□

問題 誌面の中に○で囲まれた文字（ひらがなや
カタカナを指し、数字は除きます）が 10 個あり
ます。その文字を並べ替え、昭和村に関係する「こ
とば」を作ってください。※ヒント＝御蔵入三十
三観音の一つに数えられているお寺です。
応募方法 ①クイズの答え ②氏名 ③住所
④電話番号 ⑤社会福祉協議会へのご意見やご
要望を記入し、郵送または持ち込みで昭和村社会
福祉協議会事務局へご応募ください。様式は任意
です。
応募期限 平成 31 年 4 月末まで
当選 正解者の中から抽選で 2 名様へ「赤い羽根
図書カード 500 円分」をプレゼントいたします。
＜第 19 回てのひらクイズの答え／当選者＞
答え：「ねうしいわ（臥牛岩：玉川渓谷内）」／
当選者：猪股シツ様（中向）、齋藤裕美様（小野川）

社会福祉協議会に対するご意見･ご要望をお待ちしております。お気軽にお寄せください。
発行：社会福祉法人昭和村社会福祉協議会 〒968-0104 福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏 1836 番地
電話：0241-57-2655 ／ FAX：0241-57-2649／ URL: http://showa-shakyo.or.jp ／ E-mail： showa-shakyo@helen.ocn.ne.jp

