
≪関係各所の皆様へ≫
　お忙しい中にもかかわらず、学生ボランティアの受け入れに
ご協力くださり誠にありがとうございました

社協だよりは赤い羽根共同募金助成金により発行しています
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楽しく活動ができ、
職員さんの仕事も知ることができた

活動を通して色々学ぶことができた。
これからの進路の参考にしていきたい。

　₈月₁日〜 ₈月２２日の期間、高根沢町社会福祉協議会（以下、社協）では、サマーボランティ
ア事業（以下、サマボラ）を開催しました。今年は５１名の中・高・専門学校生らが、町内の高齢・
障がい・児童関係の福祉施設でボランティア活動を行いました。利用者との交流、イベント
や職員のお手伝いなど様々な活動に参加しました。これからも社協は、日々成長する学生の
皆さんを応援していきます！
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■募集期間　平成26年10月１日～平成27年６月30日
■対象団体　自治会や公民館、子ども会育成会などの地域の方により組織された団体
■対象事業　地域住民を対象に自主的な福祉活動にかかる事業
　　　　　　（平成２７年度に実施される事業）
■助成金額　１事業につき上限５万円（総事業費９０万円）
■申込方法　所定の申請書及び必要書類を下記までご提出ください
■申込み・問合せ先

栃木県共同募金会高根沢町支会《事務局：高根沢町社会福祉協議会》
	〒329–1225	 高根沢町石末1825 福祉センター
	 T E L	 ６７５−４７７７
	 MAIL	 syakyou@town.takanezawa.tochigi.jp

　赤い羽根共同募金が地域の子どもからお年寄りまで全ての方が住み慣れた地域で、健康で
明るく、安心して生活を送れるような地域社会づくりを目的に、下記により平成２７年度事業
への助成を受け付けます。

高根沢町の地域を良くする
取り組みを応援します！！

～地域で集めた募金が地域を良くする活動へ～

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。

共同募金　１世帯６００円
※１世帯あたりの募金額は目安です。

　１０月１日から１２月３１日の３ヶ月間、全国一
斉「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
　本町では、各行政区を通じた世帯募金や法人・事
業所募金、商店等での募金箱設置、各種イベントで
の募金活動などで募金運動を行う予定です。皆様の
温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

横 15.5㎝ 高さ 9.5㎝ 奥 11㎝

赤い羽根協力店　募集中！！
お店のレジや受付窓口での
募金箱設置やポスター・チ
ラシの掲示など、赤い羽根
共同募金運動に協力してい
ただけるお店や事業所を募
集しています。

県内の福祉施設や県域
で活動している団体に

助成

1,551,000円（45％）

高根沢町の福祉事業に
活用

1,881,943円（55％）

高根沢町で
集まった募金

3,432,943円

赤い羽根共同募金って何に使われるの？
（H26年度実績）
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高根沢町の地域を良くする取り組みを応援します !!

₄月２５日、₇月１４日赤い羽根共同募金地域助成事
業の助成審査委員会（社協会長・寄付者代表・社
会福祉事業関係者・学識経験者・地域団体代表の
₅名）が行われ、地域を良くするために福祉活動
に取り組む自治会・公民館・子ども育成会等の１１
団体に対し、総額５3万円の助成を決定しました。

高根沢町を良くする取り組みを応援する事業
「地域助成審査委員会」を行いました

平成２６年度　助成団体一覧（７／１４までに決定した団体）
H26助成額　530,000円

社協だより２０１４　５月号３ページに掲載しました「赤い羽根共同募金協力法人・団体」の記事におき
まして、「社会福祉法人幸世会高齢者介護施設宝夢」様の掲載が抜ける誤りがありました。関係者各
位にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

訂正とお詫び

花岡西下育成会
「わくわく実験教室」

この事業は、赤い羽根共同募金を活用することで地域が活性化することを目的として、平成２５年度
から高根沢町独自の新規事業としてスタートしました。

No 助 成 団 体 事　業　名 助 成 金 額
１ なんてんの会（太田） 地域の居場所づくり事業 50,000 

２ 東高谷自治会 地域の居場所づくり事業 50,000 

3 上高根沢和い話いサロン 地域の居場所づくり事業 50,000 

４ 暖談ふえるど（仁井田） 地域の居場所づくり事業 50,000 

５ 石末宿しんこう会 どんど焼き 30,000 

6 仁井田シニアクラブ しめ縄づくり 50,000 

７ 花岡西下育成会 夏休みの思い出づくり
〜わくわく実験教室2014 〜 50,000 

8 伏久を愛する会 地域交流会（ジャンボカボチャ大会） 50,000 

9 フローラルアベニュー自治会 地域住民による交流事業
〜フローラルアベニュー夏祭り〜 50,000 

１０ 中郷育成会（どんど焼きを守る会） どんど焼き 50,000 

１１ 東高谷希望の会 東高谷サマーフェスティバル 50,000 

フローラルアベニュー自治会
「地域住民による交流事業」
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平成25年度

地域福祉事業

〇ひとりぐらし高齢者及び高齢者世帯の登録による各種
訪問と生活支援

　《ひとり暮らし高齢者２９２世帯、高齢者世帯１５２世帯》
〇７５歳以上登録高齢者への安心見守り牛乳宅配
　《１８８世帯に宅配》
〇介護ベット、車イスなどの無料貸出
　《のべ７３名が利用》

介護予防事業

〇介護予防教室はっぴー倶楽部の開催《５０回実施》
〇福祉センター元気はつらつ教室《１１回実施》

福祉センターの指定管理運営

〇福祉総合相談窓口の開設《総合相談７９１件》
〇福祉センターを利用した高齢者サークル活動
　《民舞、手芸、囲碁、将棋、カラオケなど》

福祉意識の高揚事業

◎「社協だより」の発行、
　町広報「社会福祉協議会コーナー」掲載
〇町内各種イベントへの協力

高齢者福祉対策事業

◎地域の居場所（ふれあいいきいきサロン）
　《４カ所で定期開催》
〇日常生活自立（あすてらす）支援
　《利用者１２名、支援件数７３回》
〇ひとり暮らし高齢者等布団乾燥《７名登録》

心身障がい者（児）対策事業

〇手話講習会《毎週水曜日開催　参加者１６名》
〇手話研修事業《さくら市との合同研修会を開催》

ボランティアの育成・強化活動

〇ボランティア保険助成事業
　《個人８２名、１６団体３９５名》
〇朗読ボランティア「みすず会」の協力により

広報たかねざわの朗読テープを毎月作成
〇おもちゃ図書館ボランティアの協力により
　毎月開催
〇志民活動サポートセンター検討委員会
　《１３回開催し、町に提言書提出》

■■■■■■■■■ 事　業　報　告 ■■■■■■■■■

社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会の平成２５年度事業報告並び収支決算が
₅月２７日理事会・評議員会において承認されました。
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平成25年度

青少年育成事業

◎高齢者と子供の交流会《全保育園で実施》
〇児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
　《中学校１校、小学校２校》
◎学生ボランティア体験講座《１９施設、６６名参加》
〇若者、高齢者相互支援事業「ご用聞き事業」
　《事業検討委員会開催、事業所アンケート実施》

母子父子福祉対策事業

◎母子父子家庭交流事業《１８世帯４２名参加》

災害時対策事業

〇訪問員による災害時要援護者調査および
　台帳の管理《登録数６６０件》
〇在宅福祉ネットと連携した拠点福祉避難所
　設置訓練

一般会計資金収支計算書
収入の部（単位：円） 支出の部（単位：円）
会費収入 2,690,500 法人運営 30,360,282
寄附金収入 2,035,200 地域福祉事業 6,133,248
補助金収入 10,762,000 高齢者福祉事業 17,384,763
受託金収入 21,520,419 青少年福祉事業 167,466
事業収入 172,600 障害者福祉事業 259,064
貸付事業等収入 180,500 共同募金事業 798,898
共同募金 626,929 心配ごと相談事業 152,170
雑収入 4,724,540 貸付事業（県・町） 285,338
受取利息配当金 1,457,395 福祉センター指定管理 1,639,817
経理区分間繰入金 4,686,163 愛の基金 4,257,672
退職共済預け金 13,812,780 固定資産取得 472,500
前期末繰越金 10,574,392 その他の支出 1,019,520

計 73,243,418 計 62,930,738
差引残高（次年度繰越） 10,312,680

一般会計貸借対照表
資産の部 負債の部

勘 定 科 目 当年度末 勘 定 科 目 当年度末
流動資産 12,804,871 流動負債 2,492,191
　預貯金 11,208,597 　未払金 2,022,616
　未収金 1,596,274 　預り金 469,575
固定資産 148,753,448 固定負債 16,998,560
基本財産 1,000,000 　退職給与引当金 16,998,560
　基本財産特定預金 1,000,000 負債の部合計 19,490,751
その他の固定資産 147,753,448 純資産の部
　車両運搬具 3 基本金 1,000,000
　器具及び備品 597,526 　基本金 1,000,000
　投資有価証券 100,000,000 基金 126,804,147
　貸付事業等貸付金 299,000 　愛の基金 126,804,147
　退職共済預け金 14,342,870 その他の積立金 6,335,840
　愛の基金積立預金 26,178,209 　財政調整基金積立金 6,335,840
　財政調整基金積立預金 6,335,840 次期繰越活動収支差額 7,927,581

　次期繰越活動収支差額 7,927,581
　前期繰越活動収支差額 4,301,598
　当期活動収支差額 3,625,983
純資産の部合計 142,067,568

資産の部合計 161,558,319 負債及び純資産の部合計 161,558,319

※ ◎印は皆様より募金いただいた共同募金の配分金事業です

援護事業

〇心配ごと相談所の開設
　《１５回開設、相談件数５２件》
〇貸付事業の実施
　《生活福祉資金３件、福祉金庫９件》
〇行路人旅費（切符）貸与事業《５件》
〇火災見舞い金品の給付《１件》
〇不要入れ歯リサイクル事業

その他の活動

〇共同募金会
　《各種イベントにて募金・ＰＲ活動》
〇日本赤十字社《炊出し訓練実施等》
〇在宅福祉ネット
　《研修会、事業所間交流等》

募金活動

〇赤い羽根共同募金《3,122.800円》
〇日本赤十字社資《2,699,500円》
〇町愛の基金《1,078,000円》
〇社会福祉協議会費《2,690,500円》

■■■■■■■■■ 決　算　報　告 ■■■■■■■■■
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地域の居場所作り事業
ふれ合い・いきいきサロン～in 宝石台

　８月２４日（日）宝石台夏祭りにて、「宝石台ふれ合いサロン」

の準備室を設置し地域の皆様へサロンのＰＲをさせていただき

ました！

　現在宝石台地区では、民生委員の方々の力強い

サポートのもと、誰もが気軽に集える「宝石台ふ

れ合いサロン」作りが進められています。

　今回、サロンにご協力いただける方を募集した

ところ、２２名の方のご登録をいただきました。

ふれ合いサロンは地域の皆様が主役です。皆様と

共に、「宝石台ふれ合いサロン」を盛り上げてい

けるよう、社会福祉協議会も全力でサポートさせ

ていただきます！

　今後の「宝石台ふれ合いサロン」に大注目です！

たんたんCafe通信、発行してます。
　毎月上旬に、参加メンバーや町内のイベント・募集内容

や定例会議の情報を発信しています。役場、図書館
中央館、栃木銀行宝積寺支店、ちょっ蔵情報
館、福祉センター…などに置いています。
　見かけた際は、是非手に取ってみてください

志民活動サポートセンターたんたんCafe

ホームページ ＆ Facebook 更新中

FaceBookホームページ

志民　たんたん 検 索検索はこちら！
たんたんCafeについて、高根沢町での取り組み、イベント情報などを掲載しています。
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日　　時：１１月２２日（土）
　　　　　町民広場₈時００分出発
　　　　　町民広場２3時００分着予定
参加資格：町内在住のひとり親家庭の親子
　　　　　（子４歳以上）
参 加 費：大　人　5,000円
　　　　　中学生　3,000円
　　　　　小　人　2,000円
　　　　　（交通費、保険料、入場料含む）
定　　員：先着４３名
申込期限：１１月４日（火）
　　　　　定員になり次第受付終了
申込方法：参加される方の氏名、住所、電話番

号、年齢を電話でお申込みください。
（参加費は当日徴収します）

申 込 先：町社会福祉協議会 ＴＥＬ 6７５−４７７７

「東京ディズニーランド」で
親子の思い出づくりしませんか？

ひとり親（母子・父子）家庭支援事業

　生活上のいろいろな悩みや、相談ごとに対し
て相談員（民生委員、人権擁護委員、行政相談
委員）が面接により相談をお受けしています。

【相談無料・予約不要・秘密厳守】

　●開催日　毎月２回
　●会　場　図書館中央館　２Ｆ会議室

期日（１０時～ １４時）

１０月
７日（火）

１月
７日（水）

２１日（火） ２０日（火）

１１月
５日（水）

２月
５日（木）

２０日（木） ２０日（金）

１２月
４日（木）

３月
５日（木）

１９日（金） ２０日（金）

心配ごと相談所案内

参加者
子ども １０人
大　人 ２０人
ボランティア１０人

　おもちゃ図書館とは ･･･
ハンディキャップを持った子ども達
とその家族の交流の場として、おも
ちゃを通じて遊んだりバス旅行やク
リスマス会などの楽しい行事を行っ
ている団体です。

「おいで
ナス君」が

出迎えてく
れて、

みんなで
パシャリ!!

夏休みの

思い出フォト
８月８日（金）毎年恒例の
おもちゃ図書館＆すまい
る（障害児者生活支援セン

ター）共催で那須どうぶつ王国に
行ってきました。かわいい動物た
ちと触れ合うことができて楽しい
夏休みの思い出となりました。

年　間

保険料

基本タイプ ３００円

天災タイプ
（地震・噴火・津波）

４６０円

ご存じですか？　　　　　　ボランティア保険
　社協では、ボランティア活動を安心して行っ
ていただける様にボランティア保険を用意して
おります。

　ボランティア活動中に「自分がケガをした」
「物を壊してしまった」など、そうした場合に
備え、ボランティア活動保険にご加入ください。

　詳しくはお問い合わせください。

おしらせ



10

101
176

ＪＲ烏
山線

健康で、明るく、安心して暮らす
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あわせ」のまちづくり

社会福祉法人 高根沢町社会福祉協議会
　　　　　　開館：₈時3０分〜 １７時１５分
　　　　　　休館：土日祝祭日・年末年始

〒3２9–１２２５　高根沢町石末１8２５　福祉センター
Mail:syakyou@town.takanezawa.tochigi.jp
TEL:028―675―4777　FAX:028―675―6953

編　集
発　行

検索たかねざわ社協

社協では下記の物品を貸し出しています。

◦福祉用品
　車椅子・介護ベッド
◦スポーツ用品
ペタンク・
グランドゴルフ
◦イベント用品
綿菓子機・
ポップコーン機
　発電機（ガソリン大・小・カセットガス※貸出条件あり）
◦行楽、移動用品
　福祉車両
◦福祉センター内の会議室など
　中央ホール・会議室・和室

　中央ホールには給茶器も用
意してありますので、ご友人
とのご歓談やお待ち合わせに。
　また、中央ホールだけでな
く和室や会議室はサークル活
動の場所としてもご利用頂い
ております。

＊貸出は無料ですが、材料費や燃料費はご負担下さい。

貸　出

日本赤十字社栃木県支部
〒3２０−8５０8 宇都宮市若草１−１０−6 とちぎ福祉プラザ内
TEL ０２８－６２２－４３２６

　５月の社協会員と日赤社員増強運動では、
各行政区役員をはじめとする町民の皆さま
の多大なお力添えを賜り心より厚くお礼申
し上げます。
　実績額は下記のとおりです。

社協会費の使い道
町内の高齢者、身体障がい者、母子父子世帯、青少年の
育成など福祉全般の活動費として活用されます。

日本赤十字社費の使い道
国内外における災害救護活動をはじめ、血液事業や国際
救援活動、社会福祉事業などの数々の人道的活動として
活用させていただきます。

社協会費＆日本赤十字社費のご協力ありがとうございました。

平成２6年度実績額

◎社協会費　2,657,500円 5,295世帯
◎日赤社費　2,661,500円 5,323世帯

義援金の募集

　２０１４年８月台風第１１号及び１２号によ
る被害に伴う義援金を受け付けておりま
す。義援金は日本赤十字社及び共同募金
会を通じて被災地に送金します。
　皆さまのご支援とご協力をお願いいた
します。

募金箱設置場所

◎役場総合窓口
◎福祉センター


