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副菜　かぼちゃのきんぴら

■材料（４人分）

………小1/4個（240g）

………………1/2本（70ｇ）

……………１個（30ｇ）

………………小さじ２

………………………小さじ２

………………小さじ２

…………………小さじ２

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
塩分：

70kcal
1.7g
2.9g
0.5g

■作り方

１人分の
栄養価

①かぼちゃ、人参、ピーマンは、太めの千切
りにする。   
②鍋にサラダ油を熱し、人参を炒め、かぼ
ちゃを加え、酒をふり入れて蓋をする。
　かぼちゃに火が通ったら、ピーマンを加
える。
③しょうゆで味を調えて、器に盛り付け、白
ごまをふる。   

少量のしょうゆで、かぼちゃの甘みがアップしま
す。

左　源支部長　豊田一子　
右　丘山支部長　木下多加子

かぼちゃ

人参

ピーマン

サラダ油

酒

しょうゆ

白ごま

ボランティアセンター夏まつり 夏休みボランティア体験

視覚障がい者誘導支援（ガイドヘルプ）ボランティア養成講座

お祝い品を贈呈しますので、対象

になるご夫婦は８月7日（金）まで

に、東金市社会福祉協議会(☎５２

－５１９８)へご連絡ください。
ふるさとをもっと詳しく知ろう！

日時：７月１８日（土）

　　１０時出発～１４時帰着予定

集合：ふれあいセンターロビー

内容：小中池、雄蛇ケ池など東金周

　 　 辺の水源をたどり、そこにま

　　 つわる歴史を学びます。

　　※昼食休憩はみのりの郷

講師：東金市観光協会

　　 戸村寿彦 氏

定員：先着１９名

参加費：５００円

持物：昼食(現地購入可）、歩きやすい

　　 服装、飲物

夏休み最後の思い出に星空の下で映

画を見ましょう！

日時：８月２８日（金）１８時３０分～２０時

集合：ふれあいセンター中庭

　　　（荒天時はセンター内）

内容：くまのプーさん、ムーミン

　　 おじいさんのランプ

協力：映画上映ボランティア

　　 麦わら帽子

参加費：無料

持物：座布団など（必要な方）

※先着で100名にポップコーンの

　プレゼントがあります。

※中学生以下のお子さんは保護者

　同伴でお願いします。

　左記のお祝いの品（お食事券）を利

用できる市内の飲食店を募集していま

す。ご夫婦の素敵な記念日をお祝いし

ていただけませんか？

　ご協力いただける場合には、７月31

日（金）までに、東金市社会福祉協議会

（☎５２－５１９８）へご連絡ください。

詳細をご説明いたします。

○平成26年度協力店
蕎麦口福東京庵、中国料理蓬莱閣、
寿司割烹三はし、とんかつ・和食みつはし、
リストランテポンテ・テルツォ、
手打ちうどんの店さくへい、八鶴亭、
エストーレホテルアンドテニスクラブレストラン
ベルコリン

対象：

市内在住で、平成２７年４月１日～

平成２８年３月３１日までに結婚５

０周年を迎えられる（昭和４０年４

月１日～昭和４１年３月３１日の間

に結婚）ご夫婦。

対象になる方はお申込みを！対象になる方はお申込みを！ 金婚祝い事業協力店募集！金婚祝い事業協力店募集！

ふるさとバスツアー
「水辺をめぐる旅」
ふるさとバスツアー
「水辺をめぐる旅」

「星空映画会」「星空映画会」

金婚式をお祝いします金婚式をお祝いします
とうがね社協ひろば開催！とうがね社協ひろば開催！

バザーに関するお願い
○この福祉バザーの品物は、すべて市民の皆様のご寄付です。価格を安く提供することが目
的ではありません。
○福祉バザーの売上は、地区社協活動等の為に使用をさせていただいております。
○同一商品の価格は均一にするよう配慮しておりますが、差が生じる可能性もございます。
○バザー会場内では専用の買い物袋をご用意いたしますのでご使用ください。
○会計後は、そのまま出口からご退場ください。会計済の買物袋を持ったまま会場内を歩くこ
とはできません。スタッフからご退場をお願いすることがあります。
○マナーを守り、他のお客様の迷惑とならないようご協力ください。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

第31回福祉バザー第31回福祉バザー ～地区社協活動・
　ボランティア活動のために～
～地区社協活動・
　ボランティア活動のために～

　福祉バザーは「社会福祉協議会の活動資金づくり」と、この一大行
事を様々な方の協力のもと開催することで「顔の見える関係づくり」
を目指し、今年で３１回目を迎えました。
　各地域ではご提供品の収集や値付けが行われ、着々と準備が進ん
でいます。福祉バザーへの参加は人それぞれです。事前の物品の提
供、提供品の収集や値付け、当日の販売、駐車場や会場の整理、そし
て会場にお越しいただいき商品の購入。福祉バザーは、地域の皆さ
んのちからで開催されている手づくりのイベントです。
　タオル一つ、せっけん一つの購入が地域福祉活動につながりま
す。「ふれあいとささえあいのある住みよいまちづくり」
に向け、ぜひ福祉バザーにご参加ください。ご来場をお
待ちしています。

福祉バザーへの参加
から地域福祉活動へ

と　き：平成27年６月14日（日）
　　　  10時～14時（12時～13時は休憩）
ところ：ふれあいセンター

と　き：平成27年６月14日（日）
　　　  10時～14時（12時～13時は休憩）
ところ：ふれあいセンター

クイズに答えてクオカードをもらおう！！
　次の①～⑤までの内容を記入の上、ハガキまたはEメールにてご応募
ください。抽選で10名の方にクオカード（500円分）をプレゼントいたし
ます。なお、結果の発表は、当選者への発送をもって代えさせていただき
ます。　
　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、あるいは福祉だよりへのコメント

ヒント ： 福祉だよりをよく見てみよう締切  ： ６月３０日（火）消印有効

第１問　福祉バザーは今年で何回目？　
第２問　7月から8月に実施されるとうがね社協ひろばの
　　　　メニューをひとつ教えて　

第3問　6月から8月に実施されるボランティアセンターの
行事を一つ教えて　

　毎年バザーは雨とのお付き合いです。土砂降りの年、ぱらぱら雨の年、曇り空でぱ
っとしない天気の年･･･すっきりと晴れたバザーの記憶がここ数年ありません。でも、
雨が降るから作物が育ち、たくさんの野菜をバザーに出品していただけるのです。社
会福祉協議会の職員が雨男とか雨女とか気にしても始まりません。当日の天気は神
のみぞ知るのです。（スタッフK）

社 協 の つ ぶ や き

とうがね社協におたより

日程：7/18～8/27
     　各団体の受入れ状況によります
費用：150円
        （ボランティア保険料として）
内容：福祉施設へ行ったり、やボランティ

アグループに参加してボランティ
ア体験、高齢者のお話相手、手話体験、朗読体験、子ども達の
保育、イベントお手伝いなどを予定。

対象：市内在住の小学校4年生以上

　長い長い夏休み、遊んで、部活をして、楽しく過ごす予定があると
思います。今年の夏休みは「ボランティア」をしてみませんか？　自
分の時間を使って、いろんな人のお手伝いをしてみると、そこには
今まで感じた事のない充実感が・・・。夏休みの課題や、福祉職を目
指す学生には最適です！

日時：6月30日（火）、7月7日（火）10:00～16:00
集合：ふれあいセンター視聴覚室・栄養指導室
内容：講義「視覚障がいとは」
　　 実技「ガイドヘルプの方法について」ほか
対象：興味・関心のある市内在住の方、
       先着20名程度
費用：500円（別途、100円程度のお茶代）
持物：筆記用具、昼食、動きやすい服装
申込：ボランティアセンター（☎52-5198）へ
       お申込みください。

　視覚障がいのある方を誘導することを「ガイドヘルプ」といいます。
本講座では、その手法や視覚障がいについて学ぶことができます。
誰もが住みよい東金市を目指し、参加してみませんか？

ご協力ありがとうございました！

　上記のとおり、ボランティアセンターでは毎年、ボランティアのみ
なさんのご協力により夏まつりを開催しています。この企画はボラ
ンティアのみなさんのアイデアを参考に計画されています。
　実行委員会やステージ等への参加希望のある方は、6月19日
（金）までにボランティアセンターへお問い合わせください！
　子どもからお年寄りまで、みんなが楽しめる夏まつりを一緒に考
えましょう！！
　

日　時：
会　場：
内　容：

８月8日（土）10:00～14:00（9：30開場）
ふれあいセンター
ボランティアによって企画される夏まつりを開催します。
様々な団体の演芸出演や遊びのコーナー、模擬店、アル
ミ缶リサイクル大作戦などを予定しています。
アルミ缶を準備しておいてくださいね。なにかいいこと
があると思います！

★参加者・ステージ出演者＆実行委員
　　　　　　　　　　＆ボランティア募集！！

★詳しくはボランティアセンターまで！

提供・収集 提供・収集 

販売・購入販売・購入

地区社協・ボランティア活動へ地区社協・ボランティア活動へ

値付け値付け

搬入搬入

東金市田間三丁目9番地1

開館時間……… 9：00～17：00

ボランティア相談…１３：00～17：00

開  館  日……… 月～金曜日
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）

Tel:52-5198 Fax:52-8227

始めようボランティア

「ボランティア活動がしたい」「ボランティアを紹介してほしい」
「どんな活動があるのか知りたい」
 ふれあいセンター２Fです、お気軽にどうぞ！ E-m a i l：togane . s hak yo@cronos . o cn . n e . j p

ボランティアセンター

平成 27 年（2015 年）6 月 10 日 第134号（1）

〒283－0005東金市田間3丁目9番地1
　　　　　　  （ふれあいセンター2階）

社会福祉法人

東金市社会福祉協議会

E-mail  togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp
URL  http://www.togane-shakyo.jp/No. 134

福祉だより　年5回（5/1・6/10・8/1・10/1・1/1）20,500部　発行

平成 27 年（2015 年）6 月 10 日第134号（4）

この広報紙は、皆様からの会費、共同募金の配分金によって発行しております。

社協（社会福祉協議会）は、民間組織としての「自主性」と、広く住民の皆様や
社会福祉関係者に支えられた「公共性」という２つの側面をもって活動しています。

0475ー52ー5198
0475ー52ー8227

発行ＴＯＰＩＣＳ

福祉バザー
金婚式をお祝いします
とうがね社協ひろば
事業報告
決算
お知らせ
ボランティアセンター
とうがね社協におたより
生活習慣病予防食
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楽しい夏休みにするために！
～夏の交通安全教室～

★理事会6回
★評議員会３回
★監査3回
★会員の募集
　11,803世帯（11,712）
★福祉バザー
★チャリティゴルフコンペ
★プルタブ、
　使用済み切手収集

法人運営事業
（　）は前年度

調査・研究・企画・普及・宣伝事業
★「福祉だより」発行５回
★ホームページの運営
　・http://www.togane-shakyo.jp/
★おしらせスタンドの設置
★福祉のまちづくりポスターコンクール
★くらしの講演会

会費
事業収入
共募配分金
　収入計

事業費
　支出計

33,293円
1,141,649円
656,000円
1,830,942円

338,000円
669,293円
823,649円
1,830,942円

地域福祉活動推進事業（地域福祉の推進）
★１２地区社協を設置
★地区社協会長連絡会3回
★福祉活動推進員会議2回
★地区社協事業補助

　・ふれあい広場事業　15件（13）
　・広報、啓発事業　26件（26）
　・在宅福祉事業　47件（71）
　・ボランティア支援事業　5件（3）
　・その他の住民福祉事業　5件（5）
　・地域福祉座談会　0件（1）

★ふれあい物品貸出

　・車椅子　・ポップコーン機　
　・高齢者疑似体験セット　・かき氷機
　・メガホン　・わたあめ機　・点字盤
　・発電機　・ポータブルアンプ　・テント　・OHP　
　・わなげセット　・スクリーン　など

会費
バザー収益金
補助金
共募配分金
　収入計

事業費
地区社協活動費
負担金
　支出計

2,356,693円
1,075,272円
304,551円
1,955,013円
5,691,529円

399,589円
5,282,940円

9,000円
5,691,529円

会費
寄付金
バザー収益金
補助金
利息等
基金取崩
繰越金
　収入計

人件費
事務費
負担金
固定資産取得費
積立金
次年度繰越金
　支出計

2,460,150円
1,479,454円
415,142円

30,072,139円
359,858円
2,423,855円
3,459,440円
40,670,038円

30,463,842円
3,099,103円
80,440円

2,691,895円
703,324円
3,631,434円
40,670,038円

695,370円
331,903円
1,155,240円
2,508,281円

2,508,281円
2,508,281円

262,703円
61,800円
638,750円
1,048,982円
206,000円
2,218,235円

1,048,982円
178,352円
17,151円
973,750円
2,218,235円

会費
事業収入
バザー収益金
補助金
助成金
　収入計

人件費
事業費
事務費
ボラ助成金
　支出計

3,078,500円
12,000円
600円

2,346,274円
5,437,374円

2,653,195円
425,305円

0円
2,358,874円
5,437,374円

受託金
償還金
利息
前年度繰越金
　収入計

人件費
事業費
貸付金
次年度繰越金
　支出計

★ボランティアセンター
　・相談件数　1,812件（1,811）
★ボランティア登録
　・個人　44名（39）
　・98グループ（100）
　  2,172名（重複あり）
★ボランティアまつり
★ボランティア養成講座
　・ボランティアスクール、
　 ガイドヘルプボランティア、
　 聴覚障がい者支援ボランティア、
　 レクリエーション講習
★ボランティア活動費助成
　・活動費助成　61グループ（64）
　・学習会助成　6事業（7）
★福祉教育活動への協力
　・小学校5　中学校1
★ボランティア交流会、
   センター説明会

ボランティア活動推進事業

★心配ごと相談所（毎週火曜日）
　・相談件数220件（188）
★相談員研修会
★暮らしの中の法律（弁護士）相談
　・毎月１回（予約制）１日１０名
　　（5月、8月、11月、2月は2回）
★日常生活自立支援事業
　・生活支援員登録者14名（12）
　・活動件数14件（15）

心配ごと相談事業

★法外援護（生活費）
★福祉作業所（指定管理）
　・契約者数22名(23)
　・サービス回数4,922回(4,969)
★簡易マザーズホーム（指定管理）
　・契約者数57名(48)
　　※児童発達支援43名、
         放課後等デイ14名
　・サービス回数3,388回(3,015)
　　※児童発達支援2,808回、
         放課後等デイ580回
　・外来療育支援、施設支援指導、
    訪問療育支援事業

受託事業

低所得者支援事業
★東金市福祉資金の貸付
　・貸付件数　0件（0）
　・償還完了　0件（0）
★生活福祉資金（県社協受託）の貸付
　・相談件数　82件（136）
　・貸付件数　17件（15）
★老障資金（県社協受託）の貸付
　・相談件数　1件（1）
　・貸付件数　0件（0）
★臨時特例つなぎ資金の貸付
　・相談件数　0件（0）
　・貸付件数　0件（1）

社協はこんな活動をしました（平成２6年度） 地域福祉活動推進事業（在宅福祉サービス）
★ささえあいサービス（月2回）
　・利用者　89名（105）
★福祉テレホンサービス（週1回）
　・利用者　6名（7）

★福祉用具貸出サービス
　・車いす　・床ずれ予防マット
　・松葉杖

★福祉カー貸出サービス
　・141回（175）
★ふれあい移動サービス
　・実施回数　1,121回（1,142）
　・利用会員　45名（48）
　・協力会員　20名（20）
★地域交流事業活動者情報交換会

★とうがね社協ひろば
　・ふるさとバスツアー
　・星空映画会
　・クラシックコンサート

会費
寄付金
事業収入
補助金
歳末配分金
前年度繰越金
　収入計

事業費
配分金
負担金
次年度繰越金
　支出計

平成２6年度収支決算

共同募金配分事業

資金収支計算書【一般会計】 財産目録
平成27年3月31日現在 (単位：円）(単位：円）平成２6年４月１日～平成２7年３月３１日

資産の部

負債の部

流動資産 
　現金預金 
　事業未収金 
　未収金 
　１年以内回収予定長期貸付金
固定資産 
　基本財産 
　その他の固定資産 
資産合計 

39,382,016
29,842,546
9,087,438
21,132
430,900

110,810,016
1,000,000

109,810,016
150,192,032

流動負債 
　事業未払金 
　その他の未払金 
　預り金 
　職員預り金 
　前受金 
固定負債 
　退職給与引当金 
負債合計  
差引純財産

6,487,684
182,577
5,713,049
39,450
551,408
1,200

61,181,080
61,181,080
67,668,764
82,523,268

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
配分金支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
固定資産取得支出
積立預金積立支出
その他の支出
予備費

6,211,600
1,629,454
40,162,121
9,638,053
12,000

4,246,591
2,195,817
52,501,512
206,000
18,705
387,953

0
50,000

2,692,343
7,280

26,016,856
145,976,285

6,175,100
1,106,445
40,978,971
10,758,381

50,000
4,355,838
2,200,682
49,676,141
206,000
15,680
349,030
450,000

0
1,989,584

0
　　　19,351,097

137,662,949

4.3%
1.1%
27.5%
6.6%
0.0%
2.9%
1.5%
36.0%
0.1%
0.0%
0.3%
0.0%
0.1％
1.8％
0.0%
17.8%
100%

78,431,956
11,227,121
3,892,869
2,195,798
516,600

△117,945
7,602,873
1,139,309
2,808,548
1,658,364
4,157,360

0

113,512,853

69.1%
9.9%
3.4%
1.9%
0.4%
－0.1%
6.7%
1.0%
2.5%
1.5%
3.7%
0.0%

100%

76,080,817
12,653,205
3,960,017
2,200,682
520,425
37,946

7,436,186
701,545
1,196,770
2,846,241
4,012,260

0

111,646,094

科　　　目            金　額    比 率   25年度  科　　　目           金　額    比 率    25年度  

収
　
入
　
の
　
部

支
　
出
　
の
　
部

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業等収入
事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
助成金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
積立預金取崩収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
合　　計 合　　計

★一般配分事業
　・地区社協活動推進事業（再掲）
   ・ホームページの運営（再掲）
　・福祉だより発行（再掲）
　・くらしの講演会（再掲）
　・敬老祝い事業
　・金婚祝い事業
　・障害者週間イベント
　・障がい者ふれあい旅行
　・視覚障害者朗読サービス事業
　・おもちゃ図書館支援（月1回）
　・親子ふれあいクッキング
　・出産祝い事業（紙おむつ贈呈）
　・子育てサロン
　・災害見舞金 全焼1件
　・「共同募金通信」発行1回
　・各種団体助成
★歳末たすけあい事業
　・歳末大掃除サービス
　・年越し・おせち料理配布
　・歳末友愛訪問
　・ささえあいサービス（再掲）
　・暮らしの中の法律相談（再掲）
　・心配ごと相談（再掲）
   ・子どもの遊び場設置
★共同募金運動への協力
　・赤い羽根募金　7,358,149円
　・歳末たすけあい募金　1,824,913円

事業収入
共募配分金
歳末配分金
繰越金
　収入計

事業費
助成・負担金
負担金
次年度繰越金
　支出計

　繰出金

広告募集
　「福祉だより」は、年間５回発行
しています。
　ただ今、広告主を募集してい
ます。広告のサイズは１枠縦50
ミリ、横70ミリを基本とし、１枠
5,000円（１回）です。
　あなたの会社やお店の広告
が、福祉に役立っています。

☆お申込みは
　東金市社会福祉協議会まで
　☎0475（52）5198

　青少年相談員連絡協議会では、夏休み中の事故を減らしたいと
の願いから交通安全教室を開催します。

○日  時　平成２7年７月5日（日）１３：20～
○会  場　東金文化会館大ホール
○内  容
　第１部　交通安全ビデオ
　　　　　「アラジンと魔法のランプの交通安全」
　第２部　交通安全のお話（千葉県警察本部）
　第３部　お楽しみ映画「サミーとシェリー」
○対  象　小学生、就学前児童及び保護者
○費  用　無料
○問合せ　東金市生涯学習課
　　　　　ＴＥＬ　５０－１２０５
　

○試験日時
　平成２7年１０月11日（日）１０：００～１２：００
○受験資格
　医療・保健・福祉分野の有資格者で一定期間以上の実務経験の
ある方
○申込書配布期間
　平成２7年６月１日（月）～７月8日（水）
○申込書配布場所
　山武健康福祉センター、市高齢者支援課、市社会福祉協議会
○受付期間
　平成２7年６月１日（月）～７月8日（水）当日消印有効
　簡易書留による受付のみ
○問合せ
　千葉県社会福祉協議会　介護支援専門員養成班
　TEL　０４３－２０４－１６１０

楽しい夏休みにするために！
～夏の交通安全教室～

楽しい夏休みにするために！
～夏の交通安全教室～

平成27年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施について
平成27年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施について
平成27年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施について

会費
事業収入
歳末配分金
　収入計

人件費
事業費
負担金
　支出計

サービス収入
事業収入
就労支援収入
受託金
寄付金
前年度繰越金
　収入計

人件費
事業費
事務費
就労支援事業費
負担金
貸付金
固定資産取得費
次年度繰越金
　支出計

403,391円
120,000円
1,113,460円
487,800円
794,424円
433,879円
3,352,954円

2,468,569円
516,600円

0円
367,785円
3,352,954円

282,900円
2,290,747円
255,576円
200,000円
3,029,223円

1,307,725円
1,346,183円
204,000円
171,315円
3,029,223円

4,560,677円

▲公平地区減災マップシミュレーション

▲チャリティゴルフコンペ

▲ふれあい移動サービス ▲ボーイスカウトによる街頭募金運動

くらしの講演会
▲ボランティア養成講座
　「手話でこんにちわ」

▲

52,501,512円
373,564円
2,195,817円
6,559,553円
30,000円

19,577,263円
81,237,709円

49,040,337円
3,270,007円
776,615円
2,195,798円
22,220円

△117,945円
116,653円

25,934,024円
81,237,709円
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楽しい夏休みにするために！
～夏の交通安全教室～

★理事会6回
★評議員会３回
★監査3回
★会員の募集
　11,803世帯（11,712）
★福祉バザー
★チャリティゴルフコンペ
★プルタブ、
　使用済み切手収集

法人運営事業
（　）は前年度

調査・研究・企画・普及・宣伝事業
★「福祉だより」発行５回
★ホームページの運営
　・http://www.togane-shakyo.jp/
★おしらせスタンドの設置
★福祉のまちづくりポスターコンクール
★くらしの講演会

会費
事業収入
共募配分金
　収入計

事業費
　支出計

33,293円
1,141,649円
656,000円
1,830,942円

338,000円
669,293円
823,649円
1,830,942円

地域福祉活動推進事業（地域福祉の推進）
★１２地区社協を設置
★地区社協会長連絡会3回
★福祉活動推進員会議2回
★地区社協事業補助

　・ふれあい広場事業　15件（13）
　・広報、啓発事業　26件（26）
　・在宅福祉事業　47件（71）
　・ボランティア支援事業　5件（3）
　・その他の住民福祉事業　5件（5）
　・地域福祉座談会　0件（1）

★ふれあい物品貸出

　・車椅子　・ポップコーン機　
　・高齢者疑似体験セット　・かき氷機
　・メガホン　・わたあめ機　・点字盤
　・発電機　・ポータブルアンプ　・テント　・OHP　
　・わなげセット　・スクリーン　など

会費
バザー収益金
補助金
共募配分金
　収入計

事業費
地区社協活動費
負担金
　支出計

2,356,693円
1,075,272円
304,551円
1,955,013円
5,691,529円

399,589円
5,282,940円

9,000円
5,691,529円

会費
寄付金
バザー収益金
補助金
利息等
基金取崩
繰越金
　収入計

人件費
事務費
負担金
固定資産取得費
積立金
次年度繰越金
　支出計

2,460,150円
1,479,454円
415,142円

30,072,139円
359,858円
2,423,855円
3,459,440円
40,670,038円

30,463,842円
3,099,103円
80,440円

2,691,895円
703,324円
3,631,434円
40,670,038円

695,370円
331,903円
1,155,240円
2,508,281円

2,508,281円
2,508,281円

262,703円
61,800円
638,750円
1,048,982円
206,000円
2,218,235円

1,048,982円
178,352円
17,151円
973,750円
2,218,235円

会費
事業収入
バザー収益金
補助金
助成金
　収入計

人件費
事業費
事務費
ボラ助成金
　支出計

3,078,500円
12,000円
600円

2,346,274円
5,437,374円

2,653,195円
425,305円

0円
2,358,874円
5,437,374円

受託金
償還金
利息
前年度繰越金
　収入計

人件費
事業費
貸付金
次年度繰越金
　支出計

★ボランティアセンター
　・相談件数　1,812件（1,811）
★ボランティア登録
　・個人　44名（39）
　・98グループ（100）
　  2,172名（重複あり）
★ボランティアまつり
★ボランティア養成講座
　・ボランティアスクール、
　 ガイドヘルプボランティア、
　 聴覚障がい者支援ボランティア、
　 レクリエーション講習
★ボランティア活動費助成
　・活動費助成　61グループ（64）
　・学習会助成　6事業（7）
★福祉教育活動への協力
　・小学校5　中学校1
★ボランティア交流会、
   センター説明会

ボランティア活動推進事業

★心配ごと相談所（毎週火曜日）
　・相談件数220件（188）
★相談員研修会
★暮らしの中の法律（弁護士）相談
　・毎月１回（予約制）１日１０名
　　（5月、8月、11月、2月は2回）
★日常生活自立支援事業
　・生活支援員登録者14名（12）
　・活動件数14件（15）

心配ごと相談事業

★法外援護（生活費）
★福祉作業所（指定管理）
　・契約者数22名(23)
　・サービス回数4,922回(4,969)
★簡易マザーズホーム（指定管理）
　・契約者数57名(48)
　　※児童発達支援43名、
         放課後等デイ14名
　・サービス回数3,388回(3,015)
　　※児童発達支援2,808回、
         放課後等デイ580回
　・外来療育支援、施設支援指導、
    訪問療育支援事業

受託事業

低所得者支援事業
★東金市福祉資金の貸付
　・貸付件数　0件（0）
　・償還完了　0件（0）
★生活福祉資金（県社協受託）の貸付
　・相談件数　82件（136）
　・貸付件数　17件（15）
★老障資金（県社協受託）の貸付
　・相談件数　1件（1）
　・貸付件数　0件（0）
★臨時特例つなぎ資金の貸付
　・相談件数　0件（0）
　・貸付件数　0件（1）

社協はこんな活動をしました（平成２6年度） 地域福祉活動推進事業（在宅福祉サービス）
★ささえあいサービス（月2回）
　・利用者　89名（105）
★福祉テレホンサービス（週1回）
　・利用者　6名（7）

★福祉用具貸出サービス
　・車いす　・床ずれ予防マット
　・松葉杖

★福祉カー貸出サービス
　・141回（175）
★ふれあい移動サービス
　・実施回数　1,121回（1,142）
　・利用会員　45名（48）
　・協力会員　20名（20）
★地域交流事業活動者情報交換会

★とうがね社協ひろば
　・ふるさとバスツアー
　・星空映画会
　・クラシックコンサート

会費
寄付金
事業収入
補助金
歳末配分金
前年度繰越金
　収入計

事業費
配分金
負担金
次年度繰越金
　支出計

平成２6年度収支決算

共同募金配分事業

資金収支計算書【一般会計】 財産目録
平成27年3月31日現在 (単位：円）(単位：円）平成２6年４月１日～平成２7年３月３１日

資産の部

負債の部

流動資産 
　現金預金 
　事業未収金 
　未収金 
　１年以内回収予定長期貸付金
固定資産 
　基本財産 
　その他の固定資産 
資産合計 

39,382,016
29,842,546
9,087,438
21,132
430,900

110,810,016
1,000,000

109,810,016
150,192,032

流動負債 
　事業未払金 
　その他の未払金 
　預り金 
　職員預り金 
　前受金 
固定負債 
　退職給与引当金 
負債合計  
差引純財産

6,487,684
182,577
5,713,049
39,450
551,408
1,200

61,181,080
61,181,080
67,668,764
82,523,268

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
配分金支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
固定資産取得支出
積立預金積立支出
その他の支出
予備費

6,211,600
1,629,454
40,162,121
9,638,053
12,000

4,246,591
2,195,817
52,501,512
206,000
18,705
387,953

0
50,000

2,692,343
7,280

26,016,856
145,976,285

6,175,100
1,106,445
40,978,971
10,758,381

50,000
4,355,838
2,200,682
49,676,141
206,000
15,680
349,030
450,000

0
1,989,584

0
　　　19,351,097

137,662,949

4.3%
1.1%
27.5%
6.6%
0.0%
2.9%
1.5%
36.0%
0.1%
0.0%
0.3%
0.0%
0.1％
1.8％
0.0%
17.8%
100%

78,431,956
11,227,121
3,892,869
2,195,798
516,600
△117,945
7,602,873
1,139,309
2,808,548
1,658,364
4,157,360

0

113,512,853

69.1%
9.9%
3.4%
1.9%
0.4%
－0.1%
6.7%
1.0%
2.5%
1.5%
3.7%
0.0%

100%

76,080,817
12,653,205
3,960,017
2,200,682
520,425
37,946

7,436,186
701,545
1,196,770
2,846,241
4,012,260

0

111,646,094

科　　　目            金　額    比 率   25年度  科　　　目           金　額    比 率    25年度  

収
　
入
　
の
　
部

支
　
出
　
の
　
部

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業等収入
事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
助成金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
積立預金取崩収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
合　　計 合　　計

★一般配分事業
　・地区社協活動推進事業（再掲）
   ・ホームページの運営（再掲）
　・福祉だより発行（再掲）
　・くらしの講演会（再掲）
　・敬老祝い事業
　・金婚祝い事業
　・障害者週間イベント
　・障がい者ふれあい旅行
　・視覚障害者朗読サービス事業
　・おもちゃ図書館支援（月1回）
　・親子ふれあいクッキング
　・出産祝い事業（紙おむつ贈呈）
　・子育てサロン
　・災害見舞金 全焼1件
　・「共同募金通信」発行1回
　・各種団体助成
★歳末たすけあい事業
　・歳末大掃除サービス
　・年越し・おせち料理配布
　・歳末友愛訪問
　・ささえあいサービス（再掲）
　・暮らしの中の法律相談（再掲）
　・心配ごと相談（再掲）
   ・子どもの遊び場設置
★共同募金運動への協力
　・赤い羽根募金　7,358,149円
　・歳末たすけあい募金　1,824,913円

事業収入
共募配分金
歳末配分金
繰越金
　収入計

事業費
助成・負担金
負担金
次年度繰越金
　支出計

　繰出金

広告募集
　「福祉だより」は、年間５回発行
しています。
　ただ今、広告主を募集してい
ます。広告のサイズは１枠縦50
ミリ、横70ミリを基本とし、１枠
5,000円（１回）です。
　あなたの会社やお店の広告
が、福祉に役立っています。

☆お申込みは
　東金市社会福祉協議会まで
　☎0475（52）5198

　青少年相談員連絡協議会では、夏休み中の事故を減らしたいと
の願いから交通安全教室を開催します。

○日  時　平成２7年７月5日（日）１３：20～
○会  場　東金文化会館大ホール
○内  容
　第１部　交通安全ビデオ
　　　　　「アラジンと魔法のランプの交通安全」
　第２部　交通安全のお話（千葉県警察本部）
　第３部　お楽しみ映画「サミーとシェリー」
○対  象　小学生、就学前児童及び保護者
○費  用　無料
○問合せ　東金市生涯学習課
　　　　　ＴＥＬ　５０－１２０５
　

○試験日時
　平成２7年１０月11日（日）１０：００～１２：００
○受験資格
　医療・保健・福祉分野の有資格者で一定期間以上の実務経験の
ある方
○申込書配布期間
　平成２7年６月１日（月）～７月8日（水）
○申込書配布場所
　山武健康福祉センター、市高齢者支援課、市社会福祉協議会
○受付期間
　平成２7年６月１日（月）～７月8日（水）当日消印有効
　簡易書留による受付のみ
○問合せ
　千葉県社会福祉協議会　介護支援専門員養成班
　TEL　０４３－２０４－１６１０

楽しい夏休みにするために！
～夏の交通安全教室～

楽しい夏休みにするために！
～夏の交通安全教室～

平成27年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施について
平成27年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施について
平成27年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施について

会費
事業収入
歳末配分金
　収入計

人件費
事業費
負担金
　支出計

サービス収入
事業収入
就労支援収入
受託金
寄付金
前年度繰越金
　収入計

人件費
事業費
事務費
就労支援事業費
負担金
貸付金
固定資産取得費
次年度繰越金
　支出計

403,391円
120,000円
1,113,460円
487,800円
794,424円
433,879円
3,352,954円

2,468,569円
516,600円

0円
367,785円
3,352,954円

282,900円
2,290,747円
255,576円
200,000円
3,029,223円

1,307,725円
1,346,183円
204,000円
171,315円
3,029,223円

4,560,677円

▲公平地区減災マップシミュレーション

▲チャリティゴルフコンペ

▲ふれあい移動サービス ▲ボーイスカウトによる街頭募金運動

くらしの講演会
▲ボランティア養成講座
　「手話でこんにちわ」

▲

52,501,512円
373,564円
2,195,817円
6,559,553円
30,000円

19,577,263円
81,237,709円

49,040,337円
3,270,007円
776,615円
2,195,798円
22,220円

△117,945円
116,653円

25,934,024円
81,237,709円

平成 27 年（2015 年） 6月 10日第134号（2） 平成 27 年（2015 年）6月10日 第134号（3）
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第２保育所

田間中央公園

周辺地図

ふれあいセンター

P

P

P
生活習慣病予防食　No.49

副菜　かぼちゃのきんぴら

■材料（４人分）

………小1/4個（240g）

………………1/2本（70ｇ）

……………１個（30ｇ）

………………小さじ２

………………………小さじ２

………………小さじ２

…………………小さじ２

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
塩分：

70kcal
1.7g
2.9g
0.5g

■作り方

１人分の
栄養価

①かぼちゃ、人参、ピーマンは、太めの千切
りにする。   
②鍋にサラダ油を熱し、人参を炒め、かぼ
ちゃを加え、酒をふり入れて蓋をする。
　かぼちゃに火が通ったら、ピーマンを加
える。
③しょうゆで味を調えて、器に盛り付け、白
ごまをふる。   

少量のしょうゆで、かぼちゃの甘みがアップしま
す。

左　源支部長　豊田一子　
右　丘山支部長　木下多加子

かぼちゃ

人参

ピーマン

サラダ油

酒

しょうゆ

白ごま

ボランティアセンター夏まつり 夏休みボランティア体験

視覚障がい者誘導支援（ガイドヘルプ）ボランティア養成講座

お祝い品を贈呈しますので、対象

になるご夫婦は８月7日（金）まで

に、東金市社会福祉協議会(☎５２

－５１９８)へご連絡ください。
ふるさとをもっと詳しく知ろう！

日時：７月１８日（土）

　　１０時出発～１４時帰着予定

集合：ふれあいセンターロビー

内容：小中池、雄蛇ケ池など東金周

　 　 辺の水源をたどり、そこにま

　　 つわる歴史を学びます。

　　※昼食休憩はみのりの郷

講師：東金市観光協会

　　 戸村寿彦 氏

定員：先着１９名

参加費：５００円

持物：昼食(現地購入可）、歩きやすい

　　 服装、飲物

夏休み最後の思い出に星空の下で映

画を見ましょう！

日時：８月２８日（金）１８時３０分～２０時

集合：ふれあいセンター中庭

　　　（荒天時はセンター内）

内容：くまのプーさん、ムーミン

　　 おじいさんのランプ

協力：映画上映ボランティア

　　 麦わら帽子

参加費：無料

持物：座布団など（必要な方）

※先着で100名にポップコーンの

　プレゼントがあります。

※中学生以下のお子さんは保護者

　同伴でお願いします。

　左記のお祝いの品（お食事券）を利

用できる市内の飲食店を募集していま

す。ご夫婦の素敵な記念日をお祝いし

ていただけませんか？

　ご協力いただける場合には、７月31

日（金）までに、東金市社会福祉協議会

（☎５２－５１９８）へご連絡ください。

詳細をご説明いたします。

○平成26年度協力店
蕎麦口福東京庵、中国料理蓬莱閣、
寿司割烹三はし、とんかつ・和食みつはし、
リストランテポンテ・テルツォ、
手打ちうどんの店さくへい、八鶴亭、
エストーレホテルアンドテニスクラブレストラン
ベルコリン

対象：

市内在住で、平成２７年４月１日～

平成２８年３月３１日までに結婚５

０周年を迎えられる（昭和４０年４

月１日～昭和４１年３月３１日の間

に結婚）ご夫婦。

対象になる方はお申込みを！対象になる方はお申込みを！ 金婚祝い事業協力店募集！金婚祝い事業協力店募集！

ふるさとバスツアー
「水辺をめぐる旅」
ふるさとバスツアー
「水辺をめぐる旅」

「星空映画会」「星空映画会」

金婚式をお祝いします金婚式をお祝いします
とうがね社協ひろば開催！とうがね社協ひろば開催！

バザーに関するお願い
○この福祉バザーの品物は、すべて市民の皆様のご寄付です。価格を安く提供することが目
的ではありません。
○福祉バザーの売上は、地区社協活動等の為に使用をさせていただいております。
○同一商品の価格は均一にするよう配慮しておりますが、差が生じる可能性もございます。
○バザー会場内では専用の買い物袋をご用意いたしますのでご使用ください。
○会計後は、そのまま出口からご退場ください。会計済の買物袋を持ったまま会場内を歩くこ
とはできません。スタッフからご退場をお願いすることがあります。
○マナーを守り、他のお客様の迷惑とならないようご協力ください。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

第31回福祉バザー第31回福祉バザー ～地区社協活動・
　ボランティア活動のために～
～地区社協活動・
　ボランティア活動のために～

　福祉バザーは「社会福祉協議会の活動資金づくり」と、この一大行
事を様々な方の協力のもと開催することで「顔の見える関係づくり」
を目指し、今年で３１回目を迎えました。
　各地域ではご提供品の収集や値付けが行われ、着々と準備が進ん
でいます。福祉バザーへの参加は人それぞれです。事前の物品の提
供、提供品の収集や値付け、当日の販売、駐車場や会場の整理、そし
て会場にお越しいただいき商品の購入。福祉バザーは、地域の皆さ
んのちからで開催されている手づくりのイベントです。
　タオル一つ、せっけん一つの購入が地域福祉活動につながりま
す。「ふれあいとささえあいのある住みよいまちづくり」
に向け、ぜひ福祉バザーにご参加ください。ご来場をお
待ちしています。

福祉バザーへの参加
から地域福祉活動へ

と　き：平成27年６月14日（日）
　　　  10時～14時（12時～13時は休憩）
ところ：ふれあいセンター

と　き：平成27年６月14日（日）
　　　  10時～14時（12時～13時は休憩）
ところ：ふれあいセンター

クイズに答えてクオカードをもらおう！！
　次の①～⑤までの内容を記入の上、ハガキまたはEメールにてご応募
ください。抽選で10名の方にクオカード（500円分）をプレゼントいたし
ます。なお、結果の発表は、当選者への発送をもって代えさせていただき
ます。　
　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、あるいは福祉だよりへのコメント

ヒント ： 福祉だよりをよく見てみよう締切  ： ６月３０日（火）消印有効

第１問　福祉バザーは今年で何回目？　
第２問　7月から8月に実施されるとうがね社協ひろばの
　　　　メニューをひとつ教えて　

第3問　6月から8月に実施されるボランティアセンターの
行事を一つ教えて　

　毎年バザーは雨とのお付き合いです。土砂降りの年、ぱらぱら雨の年、曇り空でぱ
っとしない天気の年･･･すっきりと晴れたバザーの記憶がここ数年ありません。でも、
雨が降るから作物が育ち、たくさんの野菜をバザーに出品していただけるのです。社
会福祉協議会の職員が雨男とか雨女とか気にしても始まりません。当日の天気は神
のみぞ知るのです。（スタッフK）

社 協 の つ ぶ や き

とうがね社協におたより

日程：7/18～8/27
     　各団体の受入れ状況によります
費用：150円
        （ボランティア保険料として）
内容：福祉施設へ行ったり、やボランティ

アグループに参加してボランティ
ア体験、高齢者のお話相手、手話体験、朗読体験、子ども達の
保育、イベントお手伝いなどを予定。

対象：市内在住の小学校4年生以上

　長い長い夏休み、遊んで、部活をして、楽しく過ごす予定があると
思います。今年の夏休みは「ボランティア」をしてみませんか？　自
分の時間を使って、いろんな人のお手伝いをしてみると、そこには
今まで感じた事のない充実感が・・・。夏休みの課題や、福祉職を目
指す学生には最適です！

日時：6月30日（火）、7月7日（火）10:00～16:00
集合：ふれあいセンター視聴覚室・栄養指導室
内容：講義「視覚障がいとは」
　　 実技「ガイドヘルプの方法について」ほか
対象：興味・関心のある市内在住の方、
       先着20名程度
費用：500円（別途、100円程度のお茶代）
持物：筆記用具、昼食、動きやすい服装
申込：ボランティアセンター（☎52-5198）へ
       お申込みください。

　視覚障がいのある方を誘導することを「ガイドヘルプ」といいます。
本講座では、その手法や視覚障がいについて学ぶことができます。
誰もが住みよい東金市を目指し、参加してみませんか？

ご協力ありがとうございました！

　上記のとおり、ボランティアセンターでは毎年、ボランティアのみ
なさんのご協力により夏まつりを開催しています。この企画はボラ
ンティアのみなさんのアイデアを参考に計画されています。
　実行委員会やステージ等への参加希望のある方は、6月19日
（金）までにボランティアセンターへお問い合わせください！
　子どもからお年寄りまで、みんなが楽しめる夏まつりを一緒に考
えましょう！！
　

日　時：
会　場：
内　容：

８月8日（土）10:00～14:00（9：30開場）
ふれあいセンター
ボランティアによって企画される夏まつりを開催します。
様々な団体の演芸出演や遊びのコーナー、模擬店、アル
ミ缶リサイクル大作戦などを予定しています。
アルミ缶を準備しておいてくださいね。なにかいいこと
があると思います！

★参加者・ステージ出演者＆実行委員
　　　　　　　　　　＆ボランティア募集！！

★詳しくはボランティアセンターまで！

提供・収集 提供・収集 

販売・購入販売・購入

地区社協・ボランティア活動へ地区社協・ボランティア活動へ

値付け値付け

搬入搬入

東金市田間三丁目9番地1

開館時間……… 9：00～17：00

ボランティア相談…１３：00～17：00

開  館  日……… 月～金曜日
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）

Tel:52-5198 Fax:52-8227

始めようボランティア

「ボランティア活動がしたい」「ボランティアを紹介してほしい」
「どんな活動があるのか知りたい」
 ふれあいセンター２Fです、お気軽にどうぞ！ E-m a i l：togane . s hak yo@cronos . o cn . n e . j p

ボランティアセンター

平成 27 年（2015 年）6 月 10 日 第134号（1）

〒283－0005東金市田間3丁目9番地1
　　　　　　  （ふれあいセンター2階）

社会福祉法人

東金市社会福祉協議会

E-mail  togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp
URL  http://www.togane-shakyo.jp/No. 134

福祉だより　年5回（5/1・6/10・8/1・10/1・1/1）20,500部　発行

平成 27 年（2015 年）6 月 10 日第134号（4）

この広報紙は、皆様からの会費、共同募金の配分金によって発行しております。

社協（社会福祉協議会）は、民間組織としての「自主性」と、広く住民の皆様や
社会福祉関係者に支えられた「公共性」という２つの側面をもって活動しています。

0475ー52ー5198
0475ー52ー8227

発行ＴＯＰＩＣＳ
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