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たかねざわ

社協だより

高根沢町で集まった赤い羽根共同募金は、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
な地域社会づくりのために使われています。
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10月より赤い羽根共同募金運動がスタートいたします。
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。
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■■■■■■■■■ 事　業　報　告 ■■■■■■■■■

情報発信
〇広報紙「社協だより」の発行
　《5月、10月に社協だよりを発行》
〇「広報たかねざわ」での啓発
〇町内各種イベントでの啓発
〇ホームページ等のＷｅｂ啓発　

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名世帯、高齢者世帯152世帯》
〇安心見守り牛乳事業
　《牛乳宅配事業者による安否確認142件世帯》
〇介護ベット、車椅子などの貸し出し
　《のべ67件貸し出し》

高齢者福祉対策事業
〇地域の居場所 (ふれあいいきいきサロン )設置
　《4箇所実施、2箇所立ち上げ支援》
〇日常生活自立 (あすてらす )支援事業
　《新規利用者6名、総利用者数15名》
〇ひとり暮らし高齢者等布団乾燥事業
　《登録者4名》

福祉センターの指定管理運営
〇各種団体の会議室利用
　《集会室 (延べ3,068名利用》
〇福祉総合相談窓口の設置
〇高齢者の福祉センターを利用したサークル活 
動の促進　《囲碁、将棋、手芸サークル、民舞》

ボランティア、住民活動の育成・強化活動

〇ボランティア保険助成事業
　《個人35名、 8団体登録》
〇朗読ボランティアとの連携
　《広報読み換えテープを作成》
〇おもちゃ図書館ボランティアとの連携
　《交流会実施》
〇傾聴ボランティア講座
　《全5回、24名受講、傾聴ボランティア「あのね」 
　発足》
〇志民活動サポートセンター「たんたんCafe」 
　への参画《毎月第2水曜日に定例会を実施》

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

　《新規訪問回数延べ220件、新規登録98件、全
登録者数550件》

〇在宅福祉ネットと連携した福祉避難所設置及
び避難所ボランティア育成

　《町災害対応訓練に併せて拠点福祉避難所移
送訓練実施》

社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会の平成26年度事業報告並び収支決算が5月26日理事会・
5月27日評議員会において承認されました。

心身障がい者（児）対策事業
〇視覚障がい者への広報朗読テープ配布事業
〇おもちゃ図書館事業
〇手話講習会の開催　《36回開講、 参加者16名》
〇手話研修事業
　《さくら市講習会と合同で研修会を開催》
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母子父子福祉対策事業
○母子父子家庭交流事業《15世帯41名参加》

その他の活動

〇赤十字奉仕団員活動　〇善意銀行の運営
〇共同募金会事業
　《地域助成事業16事業、760,000円助成》
〇日本赤十字社事業　〇在宅福祉ネットへの協力

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 2,657,500 人件費支出 29,505,495
寄附金収入 1,860,708 事業費支出 5,698,554
補助金収入 12,963,943 事務費支出 4,199,070
受託金収入 22,290,353 貸付事業支出 364,000
事業収入 15,000 共同募金配分事業 760,000
貸付事業等収入 328,000 助成金支出 136,250
負担金収入 152,800 負担金支出 80,500
受取利息配当金 1,408,517 拠点区分間繰入金支出 790,368
その他の収入 68,380 サービス区分間繰入金支出 4,072,697
拠点区分間繰入金収入 790,368 その他の活動支出 1,054,320
サービス区分間繰入金収入 4,072,697 計 46,661,254
前期末繰越金 10,312,680

計 56,920,946
差引残高（次年度繰越） 10,259,692

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 12,218,140 流動負債 1,958,448
　預貯金 10,908,964 　事業未払金 1,634,683
　未収補助金 1,309,176 　職員預り金 323,765
固定資産 149,694,015 固定負債 18,756,560
基本財産 1,000,000 　退職給与引当金 18,756,560
　基本財産特定預金 1,000,000 負債の部合計 20,715,008
その他の固定資産 148,694,015 純資産の部
　車両運搬具 3 基本金 1,000,000
　器具及び備品 447,773 　基本金 1,000,000
　投資有価証券 100,000,000 基金 126,178,209
　貸付事業等貸付金 335,000 　愛の基金 126,178,209
　退職手当積立基金預け金 15,397,190 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 7,683,098

　次期繰越活動収支差額 7,683,098
　当期活動収支差額 △870,421
純資産の部合計 141,197,147

資産の部合計 161,912,155 負債及び純資産の部合計 161,912,155

■■■■■■■■■ 決　算　報　告 ■■■■■■■■■

援護事業
○心配ごと相談所の開設
　《24回開設、 相談件数32件》
〇生活福祉資金貸与事業　〇町福祉金庫の運営
〇行路人旅費貸与事業　〇火災見舞金品の給付
○不要入れ歯リサイクル事業

介護予防事業
○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》

募金活動
○社会福祉協議会費の納入推進
　《2,657,500円 (5,295世帯 )》
〇日本赤十字社資納入の推進
　《2,661,500円 (5,323世帯 )》
〇町愛の基金造成の推進
　《1,062,500円 (5,312世帯》
〇赤い羽根共同募金の推進
　《3,110,000円 (5,192戸 )》
〇各種義援金、救援金の募集
　《広島豪雨災害義援金等の実施》

福祉教育事業
○高齢者と子供の交流会《6保育園10事業実施》
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》
○学生ボランティアセンター
　《51名が13施設で活動》
〇若者、高齢者相互支援事業「ご用聞き事業」
　《登録者18名、4件支援実施》
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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

1,550,000円（45％）

高根沢町の福祉事業に
活用

1,898,464円（55％）

高根沢町で
集まった募金

3,448,464円

赤い羽根共同募金って何に使われるの？

７月７日（火）赤い羽根共同募金地
域助成審査委員会を開催し、自治
会や公民館、子ども育成会等の
17団体18事業に対し、79万円の
助成を決定しました。地域の方を
対象とした様々なイベントや伝統行事を通して地域の活
性化につながる取り組みが行われています。
助成団体事業は下記のとおりです。

高根沢町の地域を良くする取り組みを応援します !!

平成２7年度　共同募金地域助成決定事業一覧

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たものです。

№ 助 成 団 体 事業名 助成金額

1 花岡西下育成会  夏休みの思い出づくり 50,000

2 籠関自治会  地域の環境保全 50,000

3 中郷子供会育成会  中郷地区どんど焼き 50,000

4 石末宿しんこう会  どんど焼き 30,000

5 仁井田シニアクラブ  しめ縄づくり 50,000

6 フローラルアベニュー自治会  フローラルアベニュー夏祭り 50,000

7 東高谷希望の会（公民館）  東高谷サマーフェスティバル 50,000

8 東高谷子どもの夢を運ぶ会（育成会）  どんど焼き 50,000

9 花岡東上公民館  ふるさと祭りでのグラウンドゴルフ大会 30,000

№ 助 成 団 体 事業名 助成金額

10 栗ヶ島行政区  地域のコミュニケーションづくり事業  50,000

11 伏久を愛する会  どんど焼き支援事業  50,000

12 伏久行政区  地域交流会  50,000

13 南区自治会  南区夏祭り  50,000

14 太田育成会  災害時訓練  50,000

15 光陽台自治会  交流事業  50,000

16 宝石台あおぞら子供会育成会  親子ラジオ体操と公園清掃  10,000

17 宝石台あおぞら子供会育成会  宝石台夏まつり  20,000

18 寺渡戸行政区  多世代交流事業  50,000

　　　　　　　　　合 　計 790,000

　  高根沢町を良くする取り組み応援事業
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夏休みの

思い出フォト

自分の予定に合わせて、楽しく参加

平成27年度 サマーボランティア

　毎年、中学生から大学生までを対象に行って
いるサマーボランティア。今年は48名の学生が
参加し、町内の様々な施設で活動してきました。
活動表の中から、好きな場所・日程を選んで参
加することができますので、興味のある学生の
皆様は、来年度も行いますので、ぜひご参加く
ださい！

　　　　　　ボランティア保険

おしらせ

※補償期間
　：平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日

※平成 26 年度中に加入された方でも再度加入申込が必要 
　となります。

年　間

保険料

基本タイプ ３００円

天災タイプ
（地震・噴火・津波）

４３０円

　８月７日（金）おもちゃ図書館
と障害児者生活支援センターす
まいる共催事業としてアクア

ワールド大洗に行ってきまし
た。障害を持つ子どもとその家族の交流の場と
して毎年実施しています。当日は天候にも恵ま
れ、さらに国際医療福祉大学の学生さんにボラ
ンティアとしてお手伝いをしていただき楽しい
夏休みの思い出となりました。

参加者
利用者17人
家　族19人
ボランティア 15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。

朗読ボランティア み す ず 会

　今年の５月からみすず会は「朗読奉仕員養成
講座中級」に取り組んでいます。講座は９月９
日に修了し、パソコンを使った録音や、頭出し
ができるＣＤの作成方法などを学んでいます。
　みすず会の活動について、録音テープの希望
の方は社協までお問い合わせ下さい。

パソコンでの録音技術研修会

自分の予定に合わせて、楽しく参加自分の予定に合わせて、楽しく参加 ご存じですか？

夏休み！
アクアワールドに
しゅっぱーつ！

夏休み！
アクアワールドに
しゅっぱーつ！

　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。
　詳しくはお問合せください。
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地域の居場所とは ･･･
　ひとり暮らしや、家の中で過ごしがちな高齢者等と、地域住民（ボランティアで作る担い手）が、
自宅から気軽に行ける場所に気軽に集い、一緒に企画して活動内容を決め、ふれあいを通して生き
がいづくり・仲間づくりの輪を広げる活動が「地域の居場所づくり事業（ふれあい・いきいきサロ
ン）」です。

安心見守り牛乳事業
一人暮らしの高齢者の安否確認を目的に町内の
牛乳店と提携し２日に１回の牛乳宅配を行って
おります。

●対象者
　：町内在住75歳以上の一人暮らし高齢者
　※1　75歳になった年の翌年度4月１日から対象と 
　　　　なります。
　※2　介護利用週４日以上の方又は家族が安否確認　 
　　　　できている場合は利用できません

●利用料：無料

●サービスを利用するには登録が必要となり　 
　ます。

 

　

寝たりなど介護が必要な状態にならないように
するには、元気なうちからの予防が大切です。
社協では、町内６カ所の会場で高齢者等を対象
とした運動教室を開催しています。

「元気はつらつ運動教室」

◆対象者　 60 歳以上の方

◆会　場　６カ所（上高ふれあいセンター、仁　 
　　　　　井田ふれあい広場、図書館中央館、　 
　　　　　タウンセンター、ビレッジセンター、 
　　　　　福祉センター）
※各会場単位で年11回の教室を行っています。

◆時　間　 午前10時～11時30分
◆参加費　 無料

◆その他　 開催日、内容等の詳細はお問合せく 
　　　　　ださい。
◆お問合せ・申込み先
 　　　　　社会福祉協議会　☎ ６７５−４７７７

参加者募集

I N 高根沢

※現在、大谷 ･柏崎 ･桑窪の3地区でもサロン活動の調整を行っています。実施の際はお知らせしますので是非ご参加下さい。

いつまでも元気ですごすために！いつまでも元気ですごすために！

　和
わ

い話
わ

いサロン　（上高地区 )

　 日　時：原則毎月第 2 日曜
　　　　　 9 時30分〜11時40分
　ところ：上高ふれあいセンター

　あけぼのサロン　（東高谷地区）

　 日　時：毎月第 1 土曜日
　　　　　 10 時〜12 時
　 ところ：東高谷公民館

　健
けん

幸
こう

サロン　（中区地区）

　 日　時：原則毎月第 3 土曜日
　　　　　 10 時〜 12 時
　 ところ：中区公民館

　なんてんの会　（太田地区）

　 日　時：毎月 10 日
　　　　　 10 時〜12 時
　 ところ：太田公民館

　にっこり　（宝石台地区）

　 日　時：毎月 22 日
　　　　　 10 時〜 12 時
　 ところ：エコハウスたかねざわ

　暖
だん

談
だん

ふえるど　（仁井田地区）

　 日　時：毎週木曜日
　　　　　 13 時〜17 時
　 ところ：仁井田集会所

地域の居場所作り事業
　　 ふれあい・いきいきサロン
地域の居場所作り事業
　　 ふれあい・いきいきサロン

上高サロンの様子

中区サロンの様子
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日　　時：12月５日（土）
　　　　　町民広場8時出発
　　　　　町民広場23時着予定

参加資格：ひとり親家庭の親子
　　　　　（子ども4歳以上18歳未満）

参 加 費：大　人　5,000円（18歳以上）
　　　　　中学生　3,000円（中学・高校生）
　　　　　小　人　2,000円（幼児・小学生）
　　　　　（交通費、入場料、保険料含む）

定　　員：先着４３名

申込期限：１０月１５日（木）〜１１月１６日（月）

お問合せ・申込み先
　　　　　社会福祉協議会 ☎ 675−4777

「東京ディズニーシー」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

社協では下記の物品を貸し出しています。

貸　出

　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
６日（火）

１月
７日（木）

２０日（火） ２０日（水）

１１月
５日（木）

２月
５日（金）

２０日（金） ２３日（火）

１２月
８日（火）

３月
８日（火）

２２日（火） ２３日（水）

心配ごと相談所案内（10月〜 3月）

◦福祉用品　車椅子・介護ベッド

◦スポーツ用品
ペタンク・
グラウンドゴルフ

◦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）

◦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。

ピアサポート「ぶどうの木」は様々な困り感を
抱えお子さんを育てている若いお母さんやお父
さんをサポートする会です。サポートするのは、
困り感のある子どもを育ててきた「ピア＝同じ
立場」の母親たちです。日頃考えていることや、
不安に思っていることを話してみませんか？

☆開催日時   毎月 1 回（平日日中を予定）
※詳しくはお問い合わせください

☆開催場所   高根沢町宝石台 3-5-6 坂主宅

☆対 象 者   困り感のあるお子様を育てている 
　　　　　　保護者
             　・行動面の遅れが気になる
             　・発達にアンバランス感がある
             　・友達との関係が作りにくい 等々

☆参 加 費   200 円（お茶代）

☆お問い合わせ先
    代表 坂主晴美（社会福祉士、産業カウンセラー、保育士）

☎ 090-9243-0233

一人で抱え込まないで
一人で抱え込まないで

ピアサポート
「ぶどうの木」のご案内

ピアサポート
「ぶどうの木」のご案内



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27年度実績額

◎社協会費　2,643,000円 5,278世帯
◎日赤社費　2,640,500円 5,281世帯
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健康で、明るく、安心して暮らす

「ふ
3

つうにく
3

らすし
3

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

・福祉サービス等の手続きが難しい。
・一人暮らしの生活に不安がある。
・お金の出し入れや金銭管理が不安。
・預金や年金が知らない間に減っている。
・通帳や印鑑の保管に不安がある…など。

お悩み、ご相談がございましたら、まずはこちらまでご連絡ください。


