
　５月２５日（金）、岩瀬福祉センターを会場に、デ
イサービスセンター利用者（約３０名）を前に市内
にお住いの福島壽一（ふくしま　としかず）さんの「落
語」が披露されました。
　話術の巧みさから利用者からは笑い声が聞かれ楽
しいひと時を送ることができました。「楽しいから笑
うのでなく、笑うから楽しい」をモットーに、これ
からもお年寄りと笑いによる健康増進を図りたいと
話していました。
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社会福祉協議会理事・監事・評議員
●会　長　　　●副会長
　中田裕　　　　渡邉義光・小野塚俊男
●理　事　
飯嶌洋一・飯島重男・深谷昭夫・根本哲男・小林美瑳子・加藤武臣・舘野義久・大和田四郎・櫻井信文・武藤高明・
吉原毅・白田真
●監　事　
　大関浩・増田昇・皆川曼
●評議員　
仁平一俊・栗﨑哲男・萩原正嗣・勝田愼・矢部實・田口亀三郎・鈴木弘志・長岡膺雄・稲川好子・島村博明・
福島壽一・大和田勝子・廣瀬雄一・枝守・小林眞智子・刈部悦子・泉孝子・吉原一夫・笹木由紀子・海老澤敦・
奥村茂・野村和夫・篠原晟・塩田郁雄・大島均・鈴木智行・仁平千鶴子・浅野信子・奈良部正人・杉田直樹・
村上一男・栗林久一・酒寄邦司・中野利一・藤田正道・藤田みとり・沼口弘子・吉川美千子・袖山勉・
長堀イツ子

　初夏の候、市民の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　日頃から、本会運営事業においてご理解とご協力を賜り心から感謝申し

上げます。

　昨年、３月１１日に発生いたしました「東日本大震災」に続き、本年５

月６日に発生した「竜巻・突風」につきましても、被害を受けられました

多くの方々には心からお見舞い申し上げます。

　さて本会では、「住んでよかった福祉のまちづくり」・「誰もが安心、安全にくらしていける地域

福祉の実現を目指し」をスローガンに事業を展開してまいります。

　将来介護職に就労を希望している市内にお住いの方々を対象とした、「訪問介護員養成講座」（２

級ホームヘルパー課程）では、市民の方々から開催の要望があり、今年度の重点事業の一つとして

実施いたします。

　主な事業として、高齢者福祉事業では、学習を通じて心身ともに健康の維持や趣味・講座の開催や、

残された機能を維持するため等を目的として実施いたします。

　続いて、障がい児（者）福祉事業では、在宅の身体障がい児（者）・知的障がい児（者）の自立と、

地域参加の促進、生きがいのある生活を目指すために、それぞれの状態に合った生活訓練や作業訓

練を目的として実施いたします。

　児童福祉事業では、母子・父子家庭等を対象とした入学・卒業時の児童生徒に祝い品を、また子

育て支援センターでは、子育ての相談に応じる等、安心して子育てに専念できるよう体制を整えて

おりますのでどうぞご利用ください。

　本年度の新規事業として、６５歳以上の方を対象とした要支援・要介護状態にならないために、

また、健康を維持するための「二次予防」事業を開催したします。

　地域福祉推進事業として、児童・生徒が地域福祉を理解していただくための講座・教育の実践に

取り組みます。

　最後になりますが、地域福祉の中核的存在となる本会が市民のニーズを的確にとらえ、一層の努

力をいたす所存ですのでご協力をお願いいたします。

地域福祉の実現を目指して
社会福祉法人　桜川市社会福祉協議会会長　中　田　　裕
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平成23年度　決算・事業報告
　社会福祉協議会は、会員の皆様からの会費、市や県社協からの補助金、助成金、配分金、受託金および
介護保険事業収入等により運営しております。

収入
476,656
千円

支出
476,656
千円

支出
476,656
千円

会費収入 8,478千円
寄付金収入 562千円
市補助金収入 30,162千円
県社協助成金収入 1,108千円

市受託金収入 54,307千円

県社協受託金収入 3,370千円
事業収入 948千円
貸付金償還金収入 896千円
共同募金配分金収入 7,852千円
負担金収入 895千円

介護保険事業収入 194,180千円

前期繰越金 95,178千円

福祉センター指定管理
　　　　　受託金収入 12,672千円
施設利用料収入 678千円
財務活動収入 6,430千円

経理区分間繰入金収入 55,769千円

受取利息配当金収入 121千円
雑収入 2,593千円
障害者福祉サービス事業収入 457千円

次期繰越金 87,576千円

財務の活動による支出 9,472千円
積立預金積立支出 573千円
固定資産取得支出 141千円

経理区分間繰入金支出 55,769千円

助成金支出 8,954千円
貸付事業費支出 455千円
事業費支出 52,511千円
事務費支出 25,250千円

人件費支出 235,955千円
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支出
402,509
千円

収入
402,509
千円

会費収入 8,510千円
寄付金収入 1千円
市補助金収入 29,700千円
県社協助成金収入 96千円

市受託金収入 57,444千円

県社協受託金収入 2,845千円
事業収入 749千円
貸付金償還金収入 1,027千円
共同募金配分金収入 7,852千円
負担金収入 1,030千円

介護保険事業収入 189,821千円

前期繰越金 41,884千円
福祉センター指定管理
　　　　　受託金収入 12,900千円
施設利用料収入 602千円
財務活動収入 81千円

経理区分間繰入金収入 45,099千円

受取利息配当金収入 120千円
雑収入 2,520千円
障害者福祉サービス事業収入 228千円

積立預金積立支出 53千円
固定資産取得支出 700千円
経理区分間繰入金支出 45,099千円

助成金支出 9,280千円
貸付事業費支出 2,765千円

事業費支出 71,363千円

事務費支出 26,813千円

財務活動による支出 9,194千円
予備費 2,400千円

人件費支出 234,842千円

　地域の皆様の理解と参加のもと、子どもからお年寄り障害のある人もない人も、すべての人が安心して
暮らしてゆけるまちづくりを目指しております。

法人運営事業
	 	
・企画・広報事業　　
・地域福祉推進事業　　
・地域介護ヘルパー養成研修事業　　
・訪問介護員養成研修事業（２級課程）
・日常生活自立支援事業

ボランティア活動事業

・ボランティア連絡会の指導	 	
・人材育成福祉体験事業	

共同募金配分事業

・高齢者福祉事業　
・障がい児（者）福祉事業　
・母子・父子福祉事業　
・ボランティア活動育成事業
・子育て支援事業　
・ぼうさい探検隊事業　
・各種福祉団体への助成　
・歳末たすけあい募金配分事業

介護保険事業

・居宅介護支援事業
・訪問介護事業
・訪問入浴介護事業
・通所介護事業

障害者福祉サービス事業

・障がい居宅介護事業

資金貸付事業

・生活福祉資金貸付事業
・小口貸付資金貸付事業

その他の関係業務

・茨城県共同募金会桜川市支会の
　運営　
・指定福祉団体の運営　
・指定管理制度による福祉センター
　の受託運営

市受託事業
	 	 	
・高齢者の生きがいと健康づくり推進
　事業　
・生きいきサロン事業　
・家族介護者交流事業　
・軽度生活支援事業　
・食の自立支援事業　
・高齢者生きがい活動支援通所事業
・心配ごと相談事業　
・ひとり暮らし老人給食サービス事業
・地域活動支援センター事業　
・二次予防事業　
・在宅介護支援センター事業　
・手話養成研修事業　
・子育て支援センター事業　
・身体障害者訪問入浴サービス事業

平成24年度　予算・事業計画
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（敬称略・順不同）◎ 現金預託
寄付者名 金　額

遊布　森光子 10,000円

匿名 10,000円

匿名 20,000円

うら筑波観光開発株式会社（真壁ひなまつり） 5,000円

竹細工教室（真壁ひなまつり） 3,800円

梅島住子 12,000円

ボランティアアソシエーションなかよし 10,000円

うら筑波観光開発株式会社（大和石まつり） 2,000円

（敬称略・順不同）

◎ 岩瀬福祉作業所への
　 物品預託・現金預託等

寄付者名 金　額
水戸ヤクルト販売株式会社 50,000円

中島真知江 12,000円

飯田マサ、山形八郎 7,200円

ひだまりの家やまと 牛乳パック

さつき荘 牛乳パック

ローソン岩瀬青柳店 牛乳パック

菱沼信 牛乳パック

安達まり子 牛乳パック

仲田幸代 牛乳パック

野村京子 牛乳パック、トイレットペーパー

飯田マサ つるし雛

（敬称略・順不同）

寄付者名 物　　品　　名

桜川市役所生活安全課 使用済み切手

桜川市役所介護長寿課 使用済み切手

桜川市役所収税課 使用済み切手

小松電設工業株式会社 使用済み切手

島崎綺華 プルタブ

共栄　池上義雄 使用済み切手

打田美枝子 プルタブ

南飯田小学校 プルタブ

細島良子 使用済み切手

桜川市役所秘書広報課 使用済み切手

常陽ボランティア倶楽部 タオル500本	

ひだまりの家やまと 使用済み切手

匿名 使用済み切手、未使用ハガキ、プルタブ

樺穂小学校 プルタブ

池田栄 使用済み切手

紫尾小学校 使用済み切手、プルタブ

桜川市役所市民課 使用済み切手

匿名
リハビリパンツ　25枚
尿とりパッド　18個

匿名 使用済み切手

筑波日通プロパン有限会社 使用済み切手

◎ 物品預託等
お寄せいただいた皆様のご意思に沿って活用させていただきます。ありがとうございました。

善意の窓口 平成24年１月１日～４月30日

岩瀬地区・大和地区の小学５・６年生集まれ！
ジュニアボランティアスクール・
ぼうさい探検隊 参加者募集
今年の夏休みは自分が輝く思い出を作りましょう
実 施 日
対 象 者
受 講 料
申 込 方 法
内 容

平成24年８月1日（水）～３日（金）
桜川市岩瀬地区・大和地区の小学５．６年生
無　料（昼食は用意いたします）
岩瀬本所、または各小学校
・筑西広域市町村圏事務組合消防本部見学
・警察犬の仕事の話（警察犬が来ます）
・車いす体験、高齢者疑似体験
・自衛隊の方による講話（災害、備えについて）
・通所介護見学
　内容は変更になることもあります

問合せ
〒309-1223　桜川市鍬田612
桜川市社会福祉協議会
岩瀬本所	
TEL	0296−76−1357
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　日頃から抱えているさまざまな問題・心配ご
となど広く相談に応じ、解決に向かえるように
いたします。
　相談は無料です。秘密は固く守りますので、
お気軽にご利用下さい。

※都合により相談所に来られない方のために、
　電話相談を受け付けています。
※電話相談受付は、開催日･時間と同じです。

７月16日（月）海の日・９月17日（月）敬老
の日はお休みになります。

会　　場 開　催　日 時　　間

岩瀬福祉
センター

第１･第３
月曜日 午後

１時30分

～

午後
３時30分

大和
中央公民館

第２･第４
木曜日

真壁福祉
センター

第２･第４
火曜日

心配ごと相談所

岩瀬福祉センター　電話　75－1690
真壁福祉センター　電話　54－2361

　平成24年度から、新しい事業として二次予防事業が
始まります。
　桜川市から委託を受けて次のような内容で行います。

会 場

対 象 者

内 　 容

実 施 回 数
定 員
講 師 等

問 合 せ

①岩瀬福祉センター　②農村環境改善セン
ター　③大和いこいの家　④真壁福祉セン
ター　⑤紫尾分館
市内にお住まいの65歳から84歳の方(介護
認定者をのぞく)のうち、基本チェックリス
トにより日常生活機能が低下するおそれ又
は、低下している方でこの事業に参加を希望
し且つ桜川市地域包括支援センターが参加可
能と認めた方。
元気あっぷ教室
・日常生活機能向上のための体操
・講話(栄養改善、ロ腔ケア、認知予防、　閉
　じこもり等)
1	会場につき12回開催。
各会場とも30名。
健康運動指導員1	名ほか、補助員・看護師等
を配置します。
桜川市社会福祉協議会　岩瀬本所
　TEL	0296−76−1357
桜川市介護長寿課高齢福祉グループ
　TEL	0296−75−3111（市役所代表)
　TEL	0296−75−3158（介護長寿課直通)

ニ次予防事業が始まります

　介護に関心があり、将来介護職に就労を希望してい
る桜川市民の方を対象として、福祉や介護に対する基
本的な知識・技術・技能を習得し、高齢者や障がい者
の置かれている立場を理解するなどを目的として研修
を開催します。

会 場

対 象 者

定 員
受 講 料

研修時間

問 合 せ

桜川市岩瀬福祉センター
（県西総合病院隣）
訪問介護業務に就労を希望する桜川市
民で、全日程受講可能な方。
(但し中学生以下は対象外)
20名(先着順)
30,000円(内訳テキスト代、講習費、
実習費含む、税込)
講義	…	58時間
実技	…	42時間
実習	…	30時間　合計130時間
桜川市社会福祉協議会
岩瀬本所	TEL	0296−76−1357
真壁支所	TEL	0296−54−2361

訪問介護員養成研修事業
(２級課程)案内

全ての科目を終了した方に、訪問介護員養成研修
２級課程修了書を交付いたします。

　在宅福祉サービスセンターは、地域住民の在宅福祉
の推進を図り、誰もが安心してこころ豊かに暮らせる
環境づくりの実現を目的としています。
　互いの支え合いの活動として取り組んでおりますの
で、どうぞお気軽にご利用ください。

・食事の支度や後片付け
・衣類の洗濯や干し物の取り込み
・住居等の掃除、整理整頓
・生活必需品の買物
・運転を伴わない通院及び外出介助
・介護者の外出等による、見守りを
　伴う留守番

・代筆及び朗読
・話し相手
・簡単な身の回りの世話
・子育てサポー卜
・運転を伴わない保育施設の送迎
・その他

詳細についてはこちらまで	TEL	0296−76−1357

在宅福祉サービス

サービス内容

派遣依頼
(事前訪問)

活動依頼
(事前打合)

利用料支払
(1時間700円)

活動費支払
(1時間700円)

登　録
（必要とする
サービスは？）

登　録
但し講習が必要
（８時間）

利用会員 協力会員サービス

桜川市の住民の方

桜川市社会福祉協議会

(住民参加型の有料・会員方式の相互援助サービスです)
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　岩瀬福祉作業所『時計台』では、心身障がい者の自立と社会参加の促進・生きがいのある生活の確立を目指して、
生活訓練・作業訓練を行うことを目的としています。
　利用できるのは、桜川市在住の15歳以上の方で、障害者手帳、または療育手帳を有する方。又、自力での通所（家
族の送迎による通所）が可能で、日常生活において介助の必要がない方です。

　作業所は『時計台』という名のとおり、運動公園内の時計台のある建物にあります。現在、18歳から
55歳までの23名（男性13名・女性10名）が通所し、毎日作業に励んでいます。みんなで育てた花苗や、
製作した牛乳パックのイス等は、岩瀬福祉センターと時計台にて販売しています。
※真壁福祉作業所事業内容は次回掲載いたします。

介護保険をご利用ください
通所介護事業
　食事、入浴など日常生活上の生活行為向上のための支援を日帰
りで行います。
・リフトバスなどによる送迎
・介護士や看護師などによる健康チェックや日常動作訓練
・入浴や食事の提供
・レクリエーションなど高齢者同士の交流

訪問介護事業
　ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体
介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
【身体介護】排泄や入浴・食事の介助・衣類の着脱や体位変換、洗髪、
　　　　　	つめ切り、身体の清拭、通院の付き添い
【生活援助】食事の用意、衣類の洗濯、掃除、買物、主治医や保
　　　　　	健師など関係機関との連絡　など

訪問入浴事業
　ヘルパーと看護師が入浴車で家庭を訪問し、浴槽を提供して入
浴介助を行います。
・看護師による健康チェック　　・入浴、洗髪の介助など
　
居宅介護支援事業
　認定された方は、介護サービスを利用することができます。実
際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛
り込んだケアプランを作成します（ケアマネジメント）。
■ケアマネージャーによるアセスメント
・利用者の心身の状態や環境、生活歴など把握し、課題を分析します。
■サービス担当者との話し合い
・本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者家族とサービ
　ス担当者を含めて検討します。
■ケアプランの作成
・利用するサービスの種類や回数を決定します。

支援センター岩瀬…月曜日から金曜日まで予定のない日は自由遊びの日です。
（午前９時30分から12時、午後１時から３時30分）手遊び、リズム遊び、紙芝居を楽しくやっています。

※市役所（各支所）、子育て支援センターに置いてある「にじいろ通信」、市役所発行のお知らせ版（毎月発行）をご覧ください。
※詳細・問合せ先…0296ｰ75ｰ6144（予定が変更になることがありますのでお問い合わせください）
※桜川市子育て支援センター真壁の行事予定は次回掲載いたします。

平成24年度　桜川市子育て支援センター岩瀬　７月、８月、９月の行事予定

岩瀬福祉作業所「時計台」事業内容

日 課
活動内容

活動日は月曜～金曜（土日・祝日は休み）、活動時間は8:40～15:30
１.生活訓練　・あいさつ、身だしなみ、清掃　など　
　　　　　　　・交通安全指導（交通安全母の会主催）
２.作業訓練　・受注作業	……	ビニール製品の製作　など
　　　　　　　・自社製品	……	手工芸品（牛乳パックのイス、バック、低反発スポンジ入り枕　など）
　　　　　　　・花　栽　培	……	春：ペチュニア、マリーゴールド、サルビア
	　　　　　　　　　　　　　　　秋：パンジー、ビオラ　など
３.余暇活動　・誕生会（２ヶ月に１回）、スポーツ（月１回）、研修旅行（年１回）、季節の外出
　　　　　　　・県主催　ゆうあいスポーツ大会、ナイスハートフェスティバルへの参加
　　　　　　　・各種団体主催の体操・ウォーキング、運動会等への参加

行　　　事 予　定　日 開催時間 予約の有無

母乳・育児相談（助産師） 7/11、9/12 午後１時 30分から 予約あり定員あり

赤ちゃんのタッチケア（助産師） 8/1、10/4 午後１時 30分から 予約あり定員あり

０歳児自由遊び 7/3、7/11、8/7、9/4、9/12 午後１時から 予約なし

身体測定（保健師対応） 7/18、9/7 お問い合わせください 予約あり定員あり

出張子育て（岩瀬中央児童館） 7/5、8/21、9/19（お外遊び中心） 午後１時 30分から 予約あり定員あり

企画遊び 8/7、9/4（季節の製作、体を使った遊び） 午前10時から 予約あり定員あり

テディベア作り（保護者の為の講座）6/11、7/2、8/3（３回で１つのテディベアを作り上げます） お問い合わせください 予約あり定員あり

その他
7/20（夏祭り）、8/20（読み聞かせ）、9/11（歯科講話）、
6/19,9/18（リトミック）、9/25（しゃべっチャオ会）

お問い合わせください 予約あり定員あり
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障がい児（者）支援事業

社協会費

手話講座事業・親子ふれあい遠
足事業・訪問入浴サービス事業・
テープ広報配布事業等

高齢者支援事業

生きがいと健康づくり推進事業・
生きいきサロン事業・食の自立
支援事業・給食サービス事業・
高齢者実態把握事業等

ひとり親家庭支援事業

親子ふれあい遠足事業・入学、
卒業祝い品贈呈事業・子育て家
庭支援事業等

地域福祉支援事業

地域介護ヘルパー養成事業・訪
問介護員養成研修事業（２級課程）・
世代間交流ふれあい事業・日常
生活自立支援事業・家族介護者
交流事業・軽度生活支援事業等

ボランティア活動支援事業

ジュニアボランティア事業・人
材育成福祉体験事業・ぼうさい
探検隊事業・散髪ボランティア
事業等

その他の支援事業
（関係機関団体含）

遺族会事業・高齢者クラブ事業・
聴覚障がい者協会事業・身体障害
者福祉協会事業・心身障がい児（者）
父母の会事業・母子寡婦福祉会事
業・生活福祉資金貸付事業・心配
ごと相談事業・災害見舞金事業

皆さまからいただいた会費は次のように利用させていただきます

社協一般会費のご協力を
お願い申しあげます

　皆様から集められた会費は、福祉活動を支えるための基盤となるもので、会費をもと
に社協の事業が運営されます。
　事業運営の財源は、会員会費を始めとして、市補助金、共同募金配分金、寄付金等と
なっています。
　今後の事業が円滑に展開されるよう、下記により市民の皆様のご支援、ご賛同をお願
い申しあげます。

DDDDDDDDDDDDDD

《平成２４年度一般会費のご協力について》

協力期間　7月１日～ 31日
会　費　額　500円
問合せ先　社協岩瀬本所、真壁支所

１戸につき５００円のご協力をお願い申
しあげます。

例年どおり各区長さんを通じてお願い申しあげます。




