
～平成24年度 予算・事業計画 をお伝えします～

「一人ひとりの支え合い、助け合いの心をつなぐまち いわふね」

　「地域福祉を担い支え合う人づくり」「人と地域をつなぐ絆づくり」「誰もが住みやすい地域社会
づくり」を基本目標に活動します。

を目指します。

岩舟町社会福祉協議会は

（１）弁当宅配サービス事業
（２）外出支援サービス事業
（３）理容サービス事業
（４）寝具乾燥及び丸洗いサービス事業
（５）家族介護者教室事業
（６）高齢者介護予防拠点事業（小野寺ふれあい館）
（７）老人クラブへの助成及び活動支援　
（８）ひとり暮らし老人等への支援ネットワークづくり
（９）会食サービス事業
（10）救急医療情報キットの配布

１．高齢者福祉事業
（11）地域で気軽に集まれる居場所づくりの支援
（12）傾聴ボランティア派遣事業

（１）親子ふれあいサロンの実施
（２）親子ふれあい教室の実施
（３）子育てマップの発行
（４）歳末寝具洗濯乾燥サービス事業
（５）ひとり親世帯への就学支援
（６）ひとり親世帯交流事業
（７）チャレンジサマースクール
（８）町母子福祉会への助成及び活動支援

２．児童・青少年福祉事業

（１）外出支援サービス事業
（２）理容サービス事業
（３）寝具乾燥及び丸洗いサービス事業
（４）視覚障害者への声の広報サービス事業
（５）車いすの無料貸出し事業
（６）心身障害児者日帰り研修事業
（７）余暇活動支援事業
（８）スポーツ・レクリェーション活動の振興
（９）町身体障害者福祉会・町心身障害児者

父母の会への助成及び活動支援

３．障害児・者福祉事業

（１）ボランティアの相談、斡旋、活動の調整
（２）啓発活動及び情報提供
（３）学童・生徒のボランティア活動普及事業
（４）ボランティア保険手続き及び活動費助成
（５）ボランティア育成・入門講座の開催
（６）個人及びボランティアグループ、

団体のネットワークづくり
（７）静和ボランティアルームの運営
（８）機材の整備、貸出

４．ボランティア活動の促進

（１）健康福祉・環境まつり
（２）広報紙の発行
（３）事業の利用促進・周知
（４）ホームページによる情報発信
（５）マスコットキャラクターによる活動PR
（６）地域住民のネットワークづくり

（地域福祉促進整備事業）
（７）記念事業の開催

５．啓発広報事業

（１）生活福祉資金貸付事業
（２）社会福祉金庫貸付事業

６．要援護者福祉事業

（１）全焼、全壊世帯への見舞金及び
物資の贈呈

（２）自然大災害地への支援活動

７．罹災者支援事業

（１）人権・心配ごと相談
（２）行政相談
（３）無料弁護士相談

８．心配ごと相談所事業

（１）認知症高齢者や知的障害者などの方の
権利と財産を守れるように支援を行う。

９．地域福祉権利擁護事業

（１）日本赤十字社岩舟町分区の事務局担当
（２）被災者への救援物資や見舞金の贈呈

10．日本赤十字社への活動協力

町老人クラブ連合会
「グラウンドゴルフ大会」

居場所づくりの支援「いきいきサロン」

夏休み親子ふれあい教室
「天体観測教室」

毎月開催「親子ふれあいサロン」

ふだん行けない場所へ
「心身障害児者日帰り研修事業」

体をうごかしてリフレッシュ
「身体障害者福祉会スポーツ教室」

傾聴ボランティア養成講座

学童・生徒のボランティア活動普及事業
「北小学校での交流会」

いわふね社協マスコットキャラクター
「ふっくん」と「ぴーちゃん」

健康福祉・環境まつり
「盲導犬体験」

前期末支払
資金残高
517万5千円
（6％）

経理区分間
繰入金

2,678万5千円
（32％）

受取利息配当金
3万5千円
（0％）

雑収入
2万円
（0％）

負担金
70万円
（1％）

共同募金配分金
312万
（4％）

貸付事業等収入
30万円
（0％）

事業収入
22万6千円
（0％）

受託金
527万6千円
（6％）

経常経費
補助金
1,530万
（18％）

寄附金
80万円
（1％）

会費
305万円
（4％）

合　計
8,389万1千円

収入の部積立預金
取崩収入

2,310万4千円
（28％）

予備費
180万円
（2％）

積立預金積立
186万7千円
（2％）

経理区分間
繰入金

2,678万5千円
（32％）

負担金
5万円
（0％）

助成金
2,081万円
（25％）

共同募金配分
事業費
312万
（4％）

貸付事業等支出
35万円
（0％）

事業費
1,303万2千円
（16％）

事務費
156万3千円
（2％）

人件費
1,451万4千円
（17％）

合　計
8,389万1千円

支出の部
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「おもいっきり楽しんじゃおう！」 輪っかをくぐって、ニコッ☆ こんなに大きくなりました。

ホームページをご覧ください

岩舟町社会福祉協議会

おともだちを
さそって、
みんなで
あそぼう！

対　象：就園前の子どもと保護者
時　間：１０：００～１１：３０
参加費：１世帯　年間５００円
持ち物：お皿、コップ、スプーン、フォーク、
　　　　 お手ふき等

※都合により、内容などが変更になる場合があります。

　１月１９日（木）は、親子あそび。
　町の保育士さんたちと一緒に、
新聞紙をビリビリ～、くしゃくしゃ、
ぽーい！みんなでおかたづけしたあ
とは、丸めてヨーヨーにしました。
おやつのすいとんは野菜がたっぷ
り！たくさん食べました☆

　２月１６日（木）は、リトミック。
　お膝の上で、がたんごとん…お母
さんバス発車オーライ♪音楽に合わ
せて体を動かすのって気持ちいい！
　おやつには手づくりのフ
ルーツヨーグルトとふかし
いもをいただきました♪

　３月１５日（木）はお別れ会。
　まずはお絵かきをして、それから
サロンの卒業式。おやつのちらしず
しも、春らしいきれいな彩りでケー
キみたい？今年は１8 人のお友達が
卒業しました。これからも元気にす
ごしてね☆

親子ふれあいサロン

　２月２３日（木）静和小１年生と地域の高齢者のみ
なさんで “ 昔の遊び ” 交流会が行われました！
　当日、用意された手づくりの竹馬や竹トンボ、わな
げに子どもたちは大興奮！お手玉やあやとり、ベーゴ
マ、おりがみ等を昔の遊びのプロに手ほどきを受けな

がら猛特訓！たくさんの『名人』が誕生しました！！
最後に子どもたちから立派な発表と、肩もみのプレゼ
ントを受け身体も顔もほころんだようす。「子どもたち
と交流すると、若返るよ！」という声があがり、楽し
い時間になりました。

・・・

・・

みんなであそぼう♪
親子ふれあいサロン

＊親子あそび＊ ＊リトミック＊ ＊お別れ会＊

年間の予定

開催日 内　容 場　所

4 月 19 日（木） お花見 遊楽々館
5 月 17 日（木） いちごつみ フルーツパーク
6 月 21 日（木） 親子あそび 遊楽々館
7 月 12 日（木） 人形劇 遊楽々館
8 月   9 日（木） プールあそび 遊楽々館
9 月 20 日（木） リトミック 遊楽々館

10 月 18 日（木） 運動会 こなら館
11 月 15 日（木） お外であそぼう！ 遊楽々館
12 月 20 日（木） クリスマス会 遊楽々館

1 月 10 日（木） リトミック 遊楽々館

2 月 14 日（木） エプロンマミーと
歌って踊ろう♪ 遊楽々館

3 月 21 日（木） お別れ会 遊楽々館

年前の６０
ぼくたち！

おしえて！名人！
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段差は前輪を上げて、のぼります。
介護する側にもされる側にも負担の
少ない介助法を体験。

昼食はハイゼックスの炊き出しを行いました！

毛布がガウンに変わります。

　1 月２１日（土）遊楽々館で、家族介護者教室
を実施しました。当日は１５名の参加があり、車
いすの基本操作やベッドからの移乗方法などを、
実践を交えて学びました。
　講義を受けたあと、実際に介護する側・され
る側を体験しました。身体への負担がかかりにく
い介助法や介護する側に必要な知識だけでなく、
どうしたら安心して介護を受けてもらえるのかを

学びました。
　参加者からは、「実際に体験してみると大変難
しかった。いい経験になった。」「『習うより慣れろ』
ということもあるように、体験していくうちにだん
だん慣れてスムーズに動くようになると思います。」
といった声があがり、日ごろの介護に役立てられ
るような１日になりました。

わかった！車いす介助法　気づいた！あなたの気持ち

～第２回 家族介護者教室を実施しました～

　午前中は、日ごろから私たちができる減災対策について学
びました。午後は、実際に被災地支援ボランティアに行った
方から体験談を聞かせていただきました。
　参加者からは「災害に対する意識が講習会を受けて自覚す
るようになった。」「常に災害の心がまえをしておくことが大切
だと思いました。」との意見があり、災害に対する意識が高まっ
たようすでした。

　この日は、けがの手当ての仕方や知っておくとよい症状や処
置方法等を学びました。
　ホットタオルやマッサージなど、心を和らげることのできる
ような実習を行い、いざという時に活用できる力をつけました。
　参加者からは「１回目の講座では自分の身は自分で守ること
を学びましたが、今回は自分にできることを学ばせていただき
ました。もし災害があった時は、活用していきたいです。」と
の声があがりました。

～平成 23年度災害ボランティア
養成講座を開催しました～

“大切なまち、ひとを守るには”

平成
23 年度

３月１日（木）

３月6日（火）

日 目1

日 目2
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勝負あった！！

４月２１日（土）　午前１０時～　✿「お花見」✿
　お家ですごすのもいいけれど、たまには外に出て、仲間と一緒に楽しいひとときをすごしませんか？
　青空の下、　おいしいお弁当を食べましょう♪ご参加お待ちしております！

各地の災害ボランティアセンター連絡先→URL：http://www.saigaivc.com

自慢の力士と一緒に。

【理事会】　平成 24 年 3 月 27 日（火）
○平成 23 年度岩舟町社会福祉協議会一般会計収

支補正予算（第 2 号）について　　　　　　
○平成 24 年度岩舟町社会福祉協議会事業計画並

びに一般会計収支予算について
○岩舟町社会福祉協議会福祉基金（コスモス基金）

の活用事業について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会事務

費会計収支予算について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会寄附

金会計収支予算について

【評議員会】　平成 24 年 3 月 29 日（木）
○役員の選任について
→山崎仁一さんと和久井紀明さんを選任しました。
○平成 23 年度岩舟町社会福祉協議会一般会計収

支補正予算（第 2 号）について
○平成 24 年度岩舟町社会福祉協議会事業計画並

びに一般会計収支予算について
○岩舟町社会福祉協議会福祉基金（コスモス基金）

の活用事業について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会事務

費会計収支予算について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会寄附

金会計収支予算について

　２月１１日（土）大とんとん相撲大会を行いました！
　みなさん紙に描かれた力士や、動物に色をぬり、顔をつけ、シールを貼って、
思い思いの最強力士をつくります。
　たかが紙相撲と思うことなかれ。意外と奥が深く、勝つためにシールの位
置を考えたり、土俵を叩く強さを変えたり、一撃必殺を思いついた方もいて、
さまざまな工夫がなされていました。作戦を携え、いざ！勝負！勝利の白星、
負けたら黒星のチョコレートを受け取りながら、白熱した試合が繰り広げられ
ました。

保険金の種類
ご加入プラン・補償金額

Aプラン Bプラン

ケ
ガ
の
補
償

死亡保険金 １，４００万円 ２，０００万円
後遺障害保険金 １，４００万円（限度額） ２，０００万円（限度額）
入院保険金日額 ７，０００円 １１，０００円

手術保険金
事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの
治療のために所定の手術を受けられたとき、手術の種類に
応じて定められた倍率を乗じた額をお支払いします。

通院保険金日額 ４，１００円 ６，３７０円
賠償責任
の 補 償

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

５億円
（限度額）

５億円
（限度額）

年間保険料
基本タイプ A　２８０円 B　４２０円
天災タイプ
（基本＋地震・
噴火・津波）

天災A　４９０円 天災B　７２０円

もしものときの
「ボランティア活動保険」

被災地でのボランティア
活動を考えている方へ

補償金額・保険料

　ボランティア活動中に「自分がケガをした」
「他人にケガをさせてしまった」「物を壊して
しまった」・・・。そうした場合に備え、ボ
ランティア活動保険にぜひご加入ください！

平成 24 年 4月1日午前 0 時から平成 25
年 3月 31日午後12 時まで。中途加入の
場合は、加入申込手続完了日の翌日午前 0
時から平成 25 年 3月31日午後12時まで
となります。

補償期間

～平成２４年度版～

次回開催
予定

　理事会、評議員会を開催しすべて原案のとおり
可決承認されました。

社協の動き

第４回

平成２３年度 余暇活動支援事業

大とんとん相撲大会
in 遊楽々館 ～二月場所～
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ひとりで悩んでいませんか？

　栃木県弁護士会から派遣された弁護士が相談を
お受けします。
14 月 19 日（月）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
15 月 18 日（火）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
16 月 18 日（金）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
※予約制です。事前にお電話ください。
　☎５５-２４３８

無料弁護士相談（予約制）

　町の民生委員・人権擁護委員が相談をお受けします。
4 月 18 日（水）   PM1：30 ～ 4：30
5 月 18 日（金）・28 日（月）PM1：30 ～ 4：30
6 月 18 日（月）・28 日（木）PM1：30 ～ 4：30
※予約は必要ありません。相談日に遊楽々館へ
　お越しください。

心配ごと相談

　　日常生活での困りごとはありませんか。そんなときは、心配ごと相談所にご相談ください。
　家庭内暴力や借金の返済など、さまざまな困りごとに対して相談を行っております。
　プライバシーは固くお守りしますので、お気軽にお越しください。

あなたに一番ちかい社協！
～地区社協活動報告～

　小野寺下地区社協では、1月25日（水）に西根
伝承館で災害研修を実施しました。
　昨年の東日本大震災を教訓に、佐野消防署か
ら講師を迎え、災害への日ごろからの備え、東日
本大震災の状況などを中心に講話がありました。
　また、日ごろの火災に備える訓練から、消火器
の維持点検や初期消火のための
消火器の使い方などを実体験し
ていました。

　駒場地区社協では、おしゃべり、映画観賞、軽
スポーツなどを取り入れたサロンを開設しました。
　高齢化が進むにつれ、これまで居場所づくりや
孤独な高齢者を無くすなどの目的で準備を進めて
きましたが、栃木県社協と協力して3月から利用
ができるようになりました。
　現在、馬宿東公民館でボランティアの協力によ
り進められています。
　参加者は、身近で、気軽に参加できる場所として、
集まりやすく楽しいひとときをすごしています。

～小野寺下地区社協～
みんなで備えましょう

～駒場地区社協～
いきいきサロンでみんな元気！

真剣に消火器の使い方を学びます。 毎週水曜日１０時から開催中！

実際に訓練することが大切です。 みんなでまちがいさがし「脳トレーニング」
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発　行　岩舟町社会福祉協議会

こすもす　vol.89

〒329-4315
栃木県下都賀郡岩舟町三谷1038-1
（岩舟町健康福祉センター遊

ゆ

楽
ら

々
ら

館内）
TEL.0282（55）2438　FAX.0282（55）5590
E-MAIL i-welfare@cc9.ne.jp
HP http://www.cc9.ne.jp/~i-welfare

岩舟町社会福祉協議会
広報紙

平成24年　2月、3月分
～一般寄附金～

・阿部勇次 様
・匿名希望 様

～東日本大震災義援金～
・植木輝雄 様
・川島研造・和子 様
・三宅彩・葵 様
・匿名希望 様

4,086円
5,000円

あたたかい善意を
ありがとう
ございました

　こんにちは、ぴーちゃんです！春は出
会いと別れの季節です。
　先月たくさんのお友だちが親子ふれあ
いサロンを卒業して、幼稚園や保育園に
入園しました。おめでとうございます！
　ちょっぴりさみしいけど、みんな大き
くなっていくのは嬉しいね。また、あそ
びにきてね。今年もたくさんのお友だち
がサロンにあそびにきてくれるといいな。
　新しい環境になる方も、変わらない方
も、4 月から心機一転！はりきっていき
ましょう！・法テラスコールセンター

　☎０５７０－０７８３７４
　平　日9:00 ～21:00
　土曜日9:00 ～17:00

・法テラス栃木
　☎０５０－３３８３－５３９５
　平日9:00 ～12:00
　　　13:00 ～16:00
　〒320-0033 宇都宮市本町4-15
　　　　　宇都宮ＮＩビル２階

法的トラブルで困ったときには…

　法律上の困りごとは、まず法テラスに
お電話ください。解決に役立つ情報を提
供したり、法律相談の窓口を紹介します。
　また資力の乏しい方に対しては、無料
で法律相談を行い、必要な場合、法律
の専門家を紹介し、裁判費用や弁護士・
司法書士の費用を立て替えることができ
ます。

◆サービス内容
　文字等を読むことが困難な方へ、朗読テープを配
付しています。
　音訳ボランティア「つくし会」「虹の会」のみなさま
によって広報等の内容をふきこんでもらい、ご自宅に
お届けします。

◆料　金
　無　料

◆申込・問合せ
町 社 会 福 祉 協 議 会　　℡５５－２４３８

～声の広報利用者募集中！～
わたしの“まち”を声にのせ、お届けします。

※平成 24 年２月８日発 行 のこすもす
VOL88 で、東日本大震災義援金名簿に、
お名前の誤りがありましたので、訂正して
お詫びいたします。

お詫びと訂正

【誤り】 正：小林昭二 様
誤：小林昭治 様

あたたかい善意を
ありがとう
ございました

お な や み な し

希望される方は、町社協までお気
軽にお問い合わせください。

ぴーちゃん
ひろば
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いわふね社協マスコット ぴーちゃん

ふれあいネットワーク

平成24年4月11日号

社会福祉法人

岩舟町社会福祉協議会 広報紙

COSMOSCOSMOS

“こんなに大きくなりました”
～親子ふれあいサロンの卒業式～ ページ




